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はじめに 
 

平成 14 年度の生理学研究所年報をお届けします。 

 

 平成 14 年 6 月に、山手地区（元愛知教育大学の運動グランド）に本機構の新研究棟の第一期分が公式に開設されま

した。その後、第二期工事、第三期工事が順調に進行し、それらの完成も間近く、山手地区に壮大な研究棟群が立ち

並びつつあります。岡崎国立共同研究機構 3 研究所のための共通研究施設「統合バイオサイエンスセンター」「計算科

学研究センター（一部）」「動物実験センター（一部）」「アイソトープ実験センター（一部）」に加えて、3 研究所のか

なりの研究部門・施設のうち、一部は既に移転し、さらに第二期、第三期工事終了を待って、さらに一部が移動する

予定です。生理学研究所はここ数年来、教官、大学院学生、非常勤研究員等が急速に増加し、過密状態が続きました

ので、やっと適正なスペースが得られると期待されます。 

 

 一方、国立大学の「国立大学法人」への移行と同様に、大学共同利用機関の 15 研究所も平成 16 年度から「大学共

同利用機関法人」として 4 機構に編成されることが決定し、生理学研究所は岡崎研究機構の分子科学研究所、基礎生

物学研究所と共に「自然科学研究機構」に入ることになりました。そこには、我々3 研究所に加えて、国立天文台（東

京三鷹）と核融合科学研究所（岐阜県土岐市）も一緒になります。他の大学共同利用機関もそれぞれ 3 つの機構に分

かれて統合され、計 4 研究機構が成立します。生理学研究所は設立後 27 年を経て、来年 4 月には新しい局面を迎える

ことになります。目下その準備に追われており、関係する教官、事務官など会議に多忙を極めています。 

 

 これを書いている私は、申し遅れましたが、生理学研究所長職を本年 3 月で任期満了となり、4 月から岡崎国立共

同利用研究機構長に移動しましたが、昨年度の年報のため執筆の勤めを果たしている次第です。後任の生理研所長に

は本年 4 月水野昇先生が就任されました。 

 

 水野昇新所長を中心に、生理学研究所全構成員の一層の御活躍と御発展を信じ、祈念します。 

 

 平成 15 年 10 月 

 

      前生理学研究所長（現岡崎国立共同研究機構長）  佐々木和夫 
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職員 
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 職員（2002 年度） 

所    長 佐々木 和夫

分子生理研究系 神経化学研究部門

   

   

   

   

教 授 小 幡 邦 彦  

助 教 授 柳川 右千夫  

助 手 山 肩 葉 子  

〃 兼 子 幸 一  

大学院学生 山 中  創  

〃 海 老 原 利 枝  

〃 常 川 直 子  

   

 

 

 

超微小形態生理研究部門

   

   

   

   

   

   

   

教 授 永 山 國 昭  
（統合バイオサイエンスセンター）  

助 教 授 村 上 政 隆  
〃 村 田 昌 之  

（統合バイオサイエンスセンター）  
助 手 東  晃 史  

〃 大 橋 正 人  

助 手 高 橋 卓 也  
 （計算科学研究センター）  

文部省外国人研究員 Gurkov, Theodor Dimitrov 

大学院学生 Danev, Radostin 

特別共同利用研究員 杉 谷 正 三  
〃 加 納 ふ み  

 

 

 

細胞内代謝研究部門

 

 

助 手 毛 利 達 磨  

細胞器官研究系 生体膜研究部門  

   

   

   

   

   

   

教 授 河 西 春 郎  

助 手 久木田  文夫  

〃 根 本 知 己  

〃 高 橋 倫 子  

〃 松 崎 政 紀  

非常勤研究員 岸 本 拓 哉  

非常勤研究員 兒 島 辰 哉  

特別共同利用研究員 早 川 泰 之  

〃 大 嶋 章 裕  

〃 安 松 信 明  

特別協力研究員 劉  婷 婷  

大学院学生 野 口  潤  

 

 

 

機能協関研究部門

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

教 授 岡 田 泰 伸  

助 教 授 Sabirov, Ravshan 

助 手 森 島  繁  

 （～2003.2.28） 
 

〃 樫 原 康 博  

〃 赤 塚 結 子  

 （～2002.7.31） 
 

〃 清 水 貴 浩  

 （2002.7.1～） 
 

〃 高 橋 信 之  

 （2002.12.1～） 
 

非常勤研究員 森  信 一 郎  

 （2002.6.1～） 
 

日本学術振興会特別研究員 清 水 貴 浩  
 （～2002.6.31）  

文部省外国人研究員 Xu, Hongtao 

 （～2002.7.15） 

〃 Zamaraeva, Maria 
 （2002.8.19～2002.11.27） 

〃 Wehner, Frank  
 （2002.5.9～2002.8.13） 
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文部省外国人研究員 Gong,  Weiqin  
 （2002.7.1～2002.6.30） 

〃 Ternovsky, Vadim  

 （2002.12.6～2003.3.27） 

〃 Wang, Xiaoming  

科学技術振興事業団招聘研究員 Zhang, Xiaodong 

 （～2002.6.15）  

〃 金 関   悳  

〃 森  信 一 郎  

 （2002.4.1～2002.5.31） 

〃 真 鍋 健 一  

 （2002.11.1～）  

〃 浦 本 裕 美  

 （2002.11.1～）  

大学院学生 浦 本 裕 美  

 （～2002.9.30）  

〃 真 鍋 健 一  

 （～2002.9.30）  

〃 Dutta, Amal Kumar 

〃 Lee, Elbert Lan  

 （2002.10.1～）  

特別協力研究員 浦 本 裕 美  

 （2002.10.1～2002.10.31） 

〃 真 鍋 健 一  

 （2002.10.1～2002.10.31） 

〃 L i u ,  H o n g t a o  

 （2002.11.1～2003.3.31） 

 

生体情報研究系 

 

神経情報研究部門

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

教 授 池 中 一 裕  
助 教 授 平 林  真 澄  

 （～2002.6.30）  
〃 小 野 勝 彦  
 （2003.3.1～）  

助 手 鹿 川 哲 史  
 （～2002.7.31）  
〃 藤 本 一 朗  
 （統合バイオサイエンスセンター）  
〃 竹 林  浩 秀  
 （2002.8.1～）  

リサーチ・アソシエイト 鄭  且 均  
〃 柴 崎 貢 志  
 （～2002.9.30）  

日本学術振興会特別研究員 竹 林 浩 秀  
 （～2002.7.31）  
大学院学生 石 橋 智 子  

 （～2002.4.30）  
〃 長谷川 明 子  
〃 中 平 英 子  

大学院学生 池 田 武 史  
〃 清 水 健 史  
〃 石 井 章 寛  
〃 小 川 泰 弘  
〃 古 性 美 記  
〃 松 本 路 生  

特別共同利用研究員 片 倉 浩 理  
〃 佐久間 圭一  
〃 田 中 久 貴  
〃 政 平 訓 貴  

研 究 員 石 橋 智 子  
 （2002.5.1～）  

特別協力研究員 福 政 良 枝  
 （2002.6～2003.3）  

〃 出 口 章 広  
 （2002.10～）  
〃 中 島 弘 文  

 （2002.11～）  
民間等特別研究員 田 辺 和 弘  

 （2002.2～）  

 

 

 

液性情報研究部門 

   
   
   
   

教 授 井 本 敬 二  
助 教 授 宮 田 麻 理 子  

 （2002.8.1～）  
助 手 中 井 淳 一  

助 手 森  誠 之  
 （～2002.10.31）  

〃 西 田  基 宏  
   



職員 

iii 

   
   
   
   
   
   
   

助 手 佐 竹 伸 一 郎  
 （2002.9.1～）  

非常勤研究員 松下  かおり  
〃 大 倉 正 道  
 （2002.10.1～）  

日本学術振興会特別研究員 大 倉 正 道  
 （～2002.4.30）  

日本学術振興会特別研究員 岡 田 峯 陽  
特別協力研究員 松 本 信 幸  
研 究 員 大 倉 正 道  

 （2002.5.1～2002.9.30） 

  

  

  

 

 

 

高次神経機構研究部門

   

   

   

   

   

   

   

客 員 教 授 八 木  健  
客員助教授 後 藤 由 季 子  

 （2002.9.1～）  
助 手 先 崎 浩 次  

 （～2002.9.1）  
〃 平 林 敬 浩  
 （2002.9.1～）  

非常勤研究員 金 子 涼 輔  
大学院学生 多 田 基 紀  

〃 牧 野 初 音  
特別協力研究員 田 仲 祐 介  

 （2002.9.1～）  
受託技術員 三 寶 千 秋  

〃 山  内 奈 央 子  

 

 

 

情報記憶研究部門 

   

   

客 員 教 授 西 野 仁 雄  

   

客員助教授 若 森  実  

 

生体調節研究系 高次神経性調節研究部門

   

   

   

   

   

教 授 小 松 英 彦  

助 教 授 伊 藤  南  

助 手 花 澤 明 俊  

 
（～2002.9.30） 

 

〃 小 川  正  

非常勤研究員 鯉 田 孝 和  

大学院学生 谷  利 樹  

〃 松 本 正 幸  

〃 田 辺 裕 梨  

 

 

 

 

生体システム研究部門 

   

   

   

教 授 南 部  篤  

 （2002.11.1～） 
 

助 手 森  大 志  

非常勤研究員 橘  篤 導  

日本学術振興会海外招聘研究員 喜 多  均  

 
（2003.1.9～2003.3.8） 

 

 

 

高次液性調節研究部門 

   

   

   

   

   

   

客 員 教 授 宮 下 保 司  
 （～2002.10.31）  

客員助教授 永 雄 総 一  
 （～2002.10.31）  

助 手 納 家 勇 治  
 （～2002.9.1）  

特別協力研究員 吉 田 正 俊  
 （～2002.10.31）  

〃 柴 田 愁 子  
 （～2002.7.31）  
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大脳皮質機能研究系 脳形態解析研究部門 

   

   

   

   

   

   

教 授 重 本 隆 一  

助 教 授 籾 山 俊 彦  

助 手 木 下 彩 栄  

 （～2002.9.30） 
 

〃 籾 山 明 子  

〃 深 澤  有 吾  

非常勤研究員 中 舘  和 彦  

日本学術振興会特別研究員 篠 原 良 章  

〃 馬 杉 美 和 子  

特別協力研究員 三 苫  博  

大学院学生 納 富 拓 也  

 

 

 

大脳神経回路論研究部門

   

   

教 授 川 口 泰 雄  

助 教 授 窪 田 芳 之  

助 手 根 東  覚  

非常勤研究員 苅 部 冬 紀  

 

 心理生理学研究部門 

   

   

   

   

   

教 授 定 藤 規 弘  

助 教 授 本 田  学  

助 手 岡 田 知 久  

非常勤研究員 齋 藤 大 輔  

 （～2002.5.31）  

特別共同利用研究員 関  あ ゆ み  

 （2001.9.1～）  

研 究 員 齋 藤 大 輔  

 （2002.6.1～）  

 

統合生理研究施設 高次脳機能研究プロジェクト

   

   

   

   

   

   

   

   

   

教 授 伊 佐  正  
助 手 関  和 彦  

〃 遠 藤 利 朗  
大学院学生 坂 谷 智 也  

 （～2002.10.31）  
〃 山 下 哲 司  
〃 勝 田 秀 行  

非常勤研究員 井 上 由 香  
 （～2002.5.31）  

研 究 員 福 島 康 弘  
 （2002.6.1～）  
〃 坂 谷 智 也  
 （2002.11.1～）  
〃 柴 田 愁 子  
 （2002.8.1～）  
   
   

 

 

 

感覚・運動機能研究プロジェクト 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

教 授 柿 木 隆 介  
助 教 授 金 桶 吉 起  
助 手 小 山 幸 子  

〃 渡 邉 昌 子  
〃 乾  幸 二  

非常勤研究員 大 草 知 裕  
 （～2002.9.30）  

日本学術振興会外国人特別研究員 王  麗 紅  
リサーチ・アソシエイト Lam, Khanh  
日本学術振興会特別研究員 軍 司 敦 子  

大学院学生 王  宏  
〃 藤 岡 孝 子  

大学院学生 三 木 研 作  
特別共同利用研究員 二 橋 尚 志  

〃 Tran, Diep T  
〃 丸 山  幸 一  

特別共同利用研究員 久保田 哲夫  
〃 岡 本  秀 彦  

   



職員 

v 

 自律機能研究プロジェクト

   客 員 教 授 柴 崎   浩  

 

脳機能計測センター 

 

形態情報解析室 

   

   

助 教 授 有 井 達 夫  

   

助   手 古 家 園 子  

 生体情報処理室 

   

   

助 教 授 坪 川   宏  

   

大学院学生 高 木 佐知子  

 機能情報解析室 

   助 教 授 逵 本   徹  

 

 

 

脳機能分子解析室 

   

   

助 教 授 平 林 真 澄  

 
（2002.7.1～） 

 

機構共通研究施設 

（生理学研究所関連） 

統合バイオサイエンスセンター

 時系列生命現象研究領域

   

   

教 授 岡 村 康 司  

助 手 岩 崎 広 英  

非常勤研究員 村 田 喜 理  

   

 

 戦略的方法論研究領域

   

   

   

   

   

   

   

教 授 永 山  國 昭  
助 教 授 村 田  昌 之  
研 究 員 松 本 友 治  

〃 Zdravkova, Aneliya Nikolava 
 （2002.4.16～2002.12.13） 

〃 Minkov, Dorian Assenov 

 （2002.5.1～）  

研 究 員 杉 谷 正 三  
〃 薗 田 知 秀  

 （2002.4.16～）  
非常勤研究員 Danev, S. Radstin 

  

  

 

 

 

生命環境研究領域 

   

   

   

教 授 森  泰 生  

助 教 授 挾 間 章 博  

助 手 藤 本 一 郎  

助 手 西 田 基 宏  

非常勤研究員 原  雄 二  

 

 

動物実験センター  助 教 授 尾 崎   毅   

 

計算科学研究センター  助   手 高 橋 卓 也     

 

 

 

 



生理学研究所年報 第 24 巻（Dec,2003） 

vi 

技術課 課   長 大 庭 明 生     

 

研究系技術班 

 

分子生理研究系技術係

   

   

   

   

係 長 大 河 原 浩  

技 官 高 木 正 浩  

〃 吉 友 美 樹  

 （～2002.8.31）  

技 官 山 本 友 美  

〃 長 谷 川  絵 梨  

 （～2002.4.30）  

 細胞器官研究系技術係 

   

   

係 長 小 原 正 裕  

技 官 神 谷 絵 美  

技 官 高 橋 直 樹  

 

 

 

生体情報研究系技術係

   

   

   

   

係   長 伊 藤 嘉 邦  

技   官 齊 藤 久美子  

〃 福 田 直 美  

〃 三 寶   誠  

技   官 山 田   元  

〃 吉 友  美 樹  

 
（2002.9.1～） 

 

 

 生体調節研究系技術係

   

   

係   長 伊 藤 昭 光  

主   任 戸 川 森 雄  

技   官 高 須 千慈子  

   

 

 

 

大脳皮質機能研究系技術室

   

   

  (市川 修)  

  (伊藤嘉邦)  

  (神谷絵美)  

   

 

 

研究施設技術班  班   長 市 川   修     

 統合生理技術係

   

   

係   長 永 田   治  

技   官 竹 島 康 行  

技   官 森  将 浩  

   

 

 脳機能計測技術係 
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 （2002.5.1～）  

〃 川 島  進  

 （2002.6.1～）  

〃 畑 田 小 百 合  

 （2002.6.16～）  

〃 横 井  功  
 （2002.8.16～）  
〃 吉 村 公 美 子  
 （2002.10.1～）  
〃 竹 内 有 香  
 （2003.1.1～）  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

事務補佐員 松 澤 敬 子  
〃 向  和 子  
〃 浅 井 明 代  
〃 梅 林 宏 江  
〃 杉 浦 郁 代  
〃 鈴 木  理 恵  
〃 杉 浦 友 美  
 （2002.4.16～）  

〃 長 谷 川 由 紀  
 （2002.4.16～）  
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研究活動報告 

〔 目  次 〕 

 
分子生理研究系 
 

神経化学研究部門 ................................................................................... 10 
概 要 
マウス上丘における GABA ニューロンの発生 

（小幡邦彦，常川直子） 

GAD67-GFP マウスを用いた大脳皮質 GABA ニューロンの移動様式の解析 

（柳川右千夫，小幡邦彦，村上富士夫） 

ノックインする遺伝子による相同組み換え効率の検討 

（柳川右千夫，山本友美，神原叙子，小幡邦彦，戸塚昌子，八木 健） 

遺伝子変異動物による Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II の機能解析 

（山肩葉子，柳川右千夫，小幡邦彦） 

神経活動活性化に伴う沈降型，過剰リン酸化型，不活性化型 Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II の形成 

（山肩葉子，小幡邦彦） 

グルタミン酸脱炭酸酵素欠損マウスにおける視床扁桃体路興奮性シナプス可塑性亢進のメカニズム 

（兼子幸一，小幡邦彦） 
Ca2+感受性非選択性カチオンチャネル活性化による扁桃体基底外側核 GABA ニューロンに対する 
ノルアドレナリンの興奮性作用；GFP ノックインマウスを用いた解析 

（兼子幸一，小幡邦彦，柳川右千夫） 

超微小形態生理研究部門.............................................................................. 12 
概 要 
潅流ラット顎下腺における水分泌調節機構 

（村上政隆，大河原浩，細井和雄，Kwartarini Murdiastuti，Bruria Sachar-Hill, Adrian E. Hill） 

灌流ラット顎下腺の細胞間分泌細管の分泌時形態変化 
（村上政隆，前橋寛，Alessandro Riva, Felice Loffredo, Francesca Testa-Riva） 

エンドサイトーシス選別輸送のメカニズムの解析 

（大橋正人，永山國昭） 

「意識科学の視点」から，「ヒト・ゲノムの文法解析（＝暗号解読）」の試み 

（東 晃史） 

細胞内代謝研究部門.................................................................................. 14 
概 要 
カルシウムキレーターのウニ卵受精時への異なる効果 

（毛利達磨，Chambers EL，Landowne D) 

マウス未成熟卵母細胞の自発的 Ca2+振動に対するエストロゲンの作用 

（毛利達磨，吉田 繁） 

上衣細胞濃度感受性ナトリウムチャネル 

（毛利達磨，吉田 繁，小幡邦彦，須谷康一，尾松万里子） 
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細胞器官研究系 
 

生体膜研究部門...................................................................................... 17 
概 要 
神経，分泌細胞の開口放出機構の研究 

（河西春郎，根本知己，高橋倫子，岸本拓也，児島辰哉，劉 婷婷） 
2 光子励起法を用いた大脳シナプスの研究 

（河西春郎，松崎政紀，早川泰之，野口 潤，安松信明） 
粘性依存性ゲート機構から予測されるイオンチャネルのダイナミックな構造 

（久木田文夫） 
機能協関研究部門.................................................................................... 18 

概 要 
乳酸アシドーシス性の神経及びグリア細胞腫脹の持続は容積感受性アニオンチャネルの傷害による 

（森 信一郎，鍋倉 隆，森島 繁，岡田泰伸） 
CFTR による容積感受性アニオンチャネルの抑制は第 2 ヌクレオチド結合領域によって仲介される 

（赤塚結子，I.F. Abdullaev，E.L. Lee，岡田泰伸，R.Z. Sabirov） 
アラキドン酸による ATP 放出性アニオンチャネルの制御 

（A.K. Dutta，岡田泰伸，R.Z. Sabirov） 
 

 

生体情報研究系 
 
神経情報研究部門.................................................................................... 21 

概 要 
オリゴデンドロサイト発生制御機構の解析 

（鹿川哲史 竹林浩秀 中平英子 清水健史 政平訓貴） 
アストロサイトの分化・発生様式に関する研究 

（長谷川明子，小川泰弘，竹林浩秀，池中一裕） 
N 結合型糖タンパク質糖鎖の機能解析 

（藤本一朗，池田武史，石井章寛，佐久間圭一朗，出口章広，池中一裕） 
癌遺伝子治療の基礎研究 

（片倉浩理，福政良枝，中島弘文，池中一裕） 
モデルマウスを用いた脱髄の病態解析および治療法の検討 

（松本路生，田中久貴，山田 元，池中一裕） 
液性情報研究部門.................................................................................... 23 

概 要 
Ca2+チャネル変異マウスにおける神経回路異常の検索 

（松下 かおり， 佐々木 幸恵，井本 敬二） 
GFP を用いた蛍光カルシウムプローブ G-CaMP の改良体の開発 

（中井 淳一，大倉 正道） 
炎症性疼痛における視床 mGluR1-PLCβ4 カスケードの制御機構 

（宮田 麻理子） 
成熟ニューロンにおける cdk5 の機能の検索 

（佐竹伸一郎，井本敬二，小西 史朗） 
高次神経機構研究部門................................................................................ 26 

概 要 
CNR カドヘリン分子群多様性の機構解析 

（先崎浩次，八木 健） 
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ゼブラフィッシュ CNR の機能解析 
（多田基紀，八木 健） 

 
CNR 遺伝子欠損マウスの作製 

（平林敬浩，八木 健） 
ラット ES 細胞の樹立とそれを用いた遺伝子変換ラット作製系の開発 

（金子涼輔，八木 健） 
クローンマウス作製による分化神経細胞核における核情報変換の解析 

（牧野初音，八木 健） 
マウス嗅球での周波数帯によって分離される独立な２つの経路 

（田仲祐介，八木 健） 
高次神経性調節研究部門.............................................................................. 28 

概 要 
初期視覚系における輪郭線の折れ曲がりの表現 

（伊藤 南，小松英彦） 
初期視覚系における面の表現。光計測による解析 

（谷 利樹，横井 功，伊藤 南，小松英彦，田中 繁） 
トップダウン性注意がサルＶ4 野と前頭眼野のニューロン活動に及ぼす影響 

（小川 正，小松英彦） 
盲点における線分の補完知覚に対応したサル 1 次視覚野神経活動 

（松本正幸, 小松英彦） 

 
 

生体調節研究系 
 
生体システム研究部門................................................................................ 31 

概 要 
大脳皮質-線条体-淡蒼球外節-視床下核-淡蒼球内節路（いわゆる間接路）について 

（南部 篤，喜多 均，橘 吉寿） 
糖代謝 PET による障害物回避二足歩行運動の実行に関与する脳部位の同定 

（森 大志，中陦克己，橘 篤導，高須千慈子，塚田秀夫，森 茂美） 
大脳皮質運動野の直立二足歩行運動に関わる機能的意義の同定 

（森 大志，中陦克己，南部 篤，稲瀬正彦，森 茂美） 
ネコ小脳歩行誘発野の機能的意義の同定 

（森 大志，中陦克己，森 茂美） 
直立歩行若齢ニホンサルに与えた障害物回避歩行課題の学習機序 

（橘 篤導，森 大志，高須千慈子，森 茂美） 
高次液性調節研究部門................................................................................ 33 

概 要 
サル下部側頭葉における連合記憶の順向性情報処理 

（Yuji Naya, Masatoshi Yoshida,Soichi Nagao, Yasushi Miyashita） 
サル下部側頭葉における連合記憶形成の形態学的基礎 

（YOSHIDA, Masatoshi Yoshida, Yuji Naya,Soichi Nagao, Yasushi Miyashita） 
認知シフト課題遂行中のマカクサル大脳活動の磁気機能画像解析 

（Kiyoshi Nakahara, Toshihiro Hayashi, Seiki Konishi,Yasushi Miyashita） 
メタ記憶の神経機構：パラメトリック磁気機能画像解析 

（Hideyuki Kikyo, Kenichi Ohki,MIYASHITA, Yasushi） 
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近時記憶の神経機構 
（Seiki Konishi, Idai Uchida,T OKUAKI, T Machidda, Ichiro Shirouzu,Yasushi Miyashita） 

 
認知シフトにおけるヒト前頭前野の半球間非対称性 

（Seiki Konishi, Toshihiro Hayashi, Idai Uchida, Hideyuki Kikyo, Emi Takahashi,Yasushi Miyashita） 
 

 

大脳皮質機能研究系 
 

脳形態解析研究部門.................................................................................. 36 
概 要 
グルタミン酸受容体の定量的解析 

（馬杉美和子，萩原明，足澤悦子，深澤有吾，重本隆一） 
GABAB受容体やイオンチャネルの脳内局在と機能解析 

（Akos Kulik，萩原明，深澤有吾，重本隆一） 
HCN channel の脳内局在の解析 

（納富拓也，重本隆一） 
シナプス前ドーパミン D2 型受容体とカルシウムチャネルサブタイプとの選択的共役 

（籾山俊彦） 
ラット脊髄視床路ニューロン活動性の解析 

（籾山明子） 
大脳神経回路論研究部門.............................................................................. 38 

概 要 
大脳皮質のカルレチニンと VIP 陽性神経終末の構造 

（窪田芳之, 川口泰雄） 
皮質-線条体細胞への抑制性入力の解析 

（根東 覚, 川口泰雄） 
大脳皮質 GABA 細胞の形態的特質の定量化 

（苅部冬紀, 川口泰雄） 
心理生理学研究部門.................................................................................. 39 

概 要 
聴覚脱失による脳の可塑的変化 

（定藤規弘） 
読唇における視覚・触覚統合の解析 

（斎藤大輔，定藤規弘） 
卓越した計算能力の基盤となる非言語性情報処理戦略の神経基盤 

（本田 学，田中悟志，道又 爾） 
異なる運動関連領野が思考におよぼす特異的役割の検討 

（本田 学，花川 隆） 
健常者における憑依トランスの発現メカニズム 

（本田 学，河合徳枝，中村 聡，大橋 力） 
非可聴域超高周波成分による聴覚受容モジュレーション機構の検討 

（本田 学，中村 聡，仁科エミ，大橋 力） 
乗法型変調非線形自己回帰モデルをもちいた大脳皮質－筋肉間機能連関の検討 

（本田 学，加藤比呂子） 
MRI 撮像音強度の変化に伴う聴覚野血流反応時間の加齢性変化 

（岡田知久，本田 学，定藤規弘） 
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統合生理研究施設 
 

高次脳機能研究プロジェクト.......................................................................... 43 
概 要 
ラット上丘における浅層-中間層投射の解析 

（勝田秀行，伊佐 正） 
ラットの皮質脊髄路から上肢筋運動ニューロンへの興奮伝達経路 

（Bror Alstermark, Jun Ogawa,伊佐 正） 
霊長類大脳皮質―脊髄介在ニューロン投射について 

（大木 紫，Bror Alstermark,関 和彦，伊佐 正） 
霊長類の頚髄 C5 レベルにおける皮質脊髄路の切断が手指の運動に与える影響について 

（Bror Alstermark，Lars-Gunnar Pettersson，佐々木成人，関 和彦，伊佐 正） 
感覚・運動機能研究プロジェクト...................................................................... 45 

概 要 
視覚性運動速度検出の脳磁場と機能的磁気共鳴画像による研究 

（金桶吉起，川上 治，丸山幸一，柿木隆介，定籐規弘，岡田智久，米倉義晴） 
ランダムドット運動に誘発される脳磁場反応 

（金桶吉起，丸山幸一，柿木隆介） 
The voice-specific process revealed by neuromagnetic responses. 

（軍司敦子，Daniel Levy，石井良平，柿木隆介，Christo Pantev） 
C 線維を上行する信号による大脳活動：脳磁図による研究 

（TD Tran，乾 幸二，宝珠山 稔，K Lam，秋云海，柿木隆介） 
炭酸ガスレーザー刺激誘発 C 線維関連脳電位に対する注意及び睡眠効果 

（秋 云海，乾 幸二，王 宏，Tuan Diep Tran，柿木隆介） 
「方向の異なる目の動き」を見るときの脳活動 

（渡辺昌子，三木研作，柿木隆介，Aina Puce） 
「口の動き」を見るときの脳活動 

（三木研作，渡辺昌子，柿木隆介，Aina Puce） 

 
 

脳機能計測センター 
 
形態情報解析室...................................................................................... 49 

概 要 
神経細胞樹状突起スパインの CT 解析 

（濱   清，有井 達夫） 
バーグマングリア細胞の CT 解析 

（山口  登，古家 園子，有井 達夫） 
小腸絨毛上皮下線維芽細胞における Ca2+波伝播と ATP 放出のメカニズム 

（古家園子，古家喜四夫） 
生体情報処理室...................................................................................... 50 

概 要 
樹状突起における活動電位の発生とその制御メカニズム 

（坪川 宏） 
細胞内シグナル伝達系の活性とニューロン活動との時間的・空間的関係の解析 

（坪川 宏， 高木佐知子） 
中枢ニューロンの容積調節と興奮性調節の機能的カップリングの解析 

（高木佐知子， 坪川 宏） 
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機能情報解析室...................................................................................... 52 
概 要 
意志に関係する脳活動の研究 

（逵本 徹） 
脳機能分子解析室.................................................................................... 52 

概 要 
トランスジェニック (Tg) 動物作製のためのシステム構築 

（平林真澄, 平林敬浩, 八木 健） 
ラット卵丘細胞核を用いた連続核移植の試み 

（平林真澄, 保地眞一） 
 

 

統合バイオサイエンスセンター 
 

戦略的方法論研究領域................................................................................ 54 
概 要 
複素電子顕微鏡および位相差電子顕微鏡の開発 

（Radostin Danev，杉谷正三，大河原 浩，永山國昭） 
位相板用炭素薄膜の材料科学的研究 

（Dorian Minkov，Radostin Danev，宇理須恆雄，大河原浩，永山國昭） 
塩基配列決定のための電子顕微鏡用重元素ラベル塩基の合成 

（田坂基行，長澤賢幸，永山國昭） 
カルシウムチャンネル hTRPM2 の精製と電子顕微鏡観察 

（松本友治，原 雄二，森 泰生，永山國昭） 
セミインタクト細胞技術を用いた細胞内小胞輸送の可視化・再構成と分子機構の研究 

（村田昌之，加納ふみ，田中亜路，山内忍，永山国昭） 
時系列生命現象研究領域.............................................................................. 56 

細胞個性に見合った興奮性を実現する機構：中枢ニューロンの発火特性を決定する電位依存性 Na チャネルの性質 
（岡村康司，岩崎広英） 

発生過程におけるイオンチャネルの制御および電気的活動の役割 
（岡村康司） 

ゲノム情報に注目したイオンチャネル分子機能の研究 
（岡村康司，村田喜理） 

生命環境研究領域.................................................................................... 57 
酸化修飾により活性化する Ca2+透過性カチオンチャネルのメカニズム解析 

（吉田卓史, 原 雄二, 西田基宏, 森泰生） 
細胞内酸化還元状態の変化により活性化されるチャネル TRPM2 の分子機能解析 

（原雄二, 西田基宏, 吉田卓史, 森泰生） 
カルシウムチャネル変異マウスの解析 

（五日市 友子，西田 基宏，森 泰生） 
免疫 B 細胞における Ca2+シグナル増幅機構 

（西田基宏，原雄二，沼賀拓郎，森泰生） 
遺伝学的アプローチを用いたカルシウムチャネルの生理学的役割の解明 

（山田和徳, 森泰生） 
細胞内蛋白質の活動の可視化を目指した蛍光性バイオセンサーの構築 

（清中 茂樹，西田 基宏，森 泰生） 
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動物実験センター .................................................................................... 60 

概 要 
 
 
計算科学研究センター ............................................................................... 62 

概 要 
イオンチャネル様タンパク質におけるイオン透過過程の理論的研究 

（高橋卓也，永山國昭） 
 
 
技術科 ............................................................................................... 63 

1．概 要 

（大庭明生） 

2．施設の運営状況 
①統合生理研究施設 

（1）生体磁気計測装置室 
（永田 治，竹島康行） 

 

②脳機能計測センター 
（1）形態情報解析室 

（山口 登） 
（2）機能情報解析室 

（佐藤茂基） 
（3）生体情報処理室 

（吉村伸明，村田安永） 
③動物実験センター 

（佐治俊幸 小木曽 昇，廣江猛） 
④共通施設 

（1）電子顕微鏡室 
（前橋 寛） 

（2）機器研究試作室 
（加藤勝巳） 
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分子生理研究系 

神経化学研究部門 

【概要】 

当部門は脳機能を分子レベルで理解することを目指

して，GABA 系遺伝子改変マウスの作成・解析，タンパ

ク質リン酸化の研究を行ってきた。本年度はとくに当部

門で作成した GAD67-GFP ノックインマウスを用いて，

下記の上丘，大脳皮質における GABA ニューロンの発生

の解析と所内所外研究者との共同研究による小脳，上丘

等における GABA ニューロンの電気生理学的研究を行

った。 

 

 

マウス上丘における GABA ニューロンの発生 
 

小幡邦彦，常川直子 
 

近，大脳皮質や脊髄の発生過程における GABA ニュ

ーロンの発生，移動様式が明らかにされてきた。当部門

で作成した GFP ノックインマウスは GABA ニューロン

が GFP を発現するので，これを用いて大脳皮質に似た層

構造を持つ上丘の発生を調べた。上丘のニューロンは

GABA性も含めて胎生 (E)11-14日にほとんどが誕生した。

GABAニューロンは大脳皮質ではganglionic eminensで生

まれて tangential な移動で皮質に拡がり，脊髄では v1 と

いう特定部位で生まれるが，上丘では内面の ventricular 

zone で生まれて，表層へ radial に移動することが結論さ

れた。これは GABA ニューロンの形態観察，細胞マーカ

ーの免疫組織化学，生きたスライス標本の経時的観察，

微小切断実験にもとづく。また上丘に GABA 細胞がみら

れない E10-12 に，中脳外側に発する GABA 線維が上丘

表層を束をなして走行していることを見出した。 

 

 

 

GAD67-GFP マウスを用いた大脳皮質 GABA ニューロンの移動様式の解析 
 

柳川右千夫，小幡邦彦 

村上富士夫（大阪大学大学院 生命機能研究科） 
 

GABA ニューロンで特異的に GFP が発現する

GAD67-GFP マウスを用いて大脳皮質における GABA 作

動性ニューロンの動態を経時的に観察し，その移動速度

と運動方向を解析した。その結果，中間層と脳室下層で

は接線方向の顕著な移動が観察された一方，辺縁層や皮

質板，サブプレートに分布する GABA ニューロンの多く

はわずかな運動性しか示さなかった。さらにその移動の

運動性や移動方向は多様であり，脳表面に対し垂直方向

に移動する細胞や，接線方向ではあるが大部分の細胞と

は逆に大脳基底核原基の方向へ戻る細胞も少数ではある

が観察された。また，複数の層とをまたがって移動する

細胞も観察された。これら移動細胞の多くが，ストップ

アンドゴーを繰り返す，跳躍的な動態を示していた。以

上の結果より，発生中の大脳皮質において GABA ニュー

ロンはそれぞれの層で特異的な動態を示すことを明らか

にした。

 

 

 

 



研究活動報告／分子生理研究系 

11 

ノックインする遺伝子による相同組み換え効率の検討 
 

柳川右千夫，山本友美，神原叙子，小幡邦彦 

戸塚昌子（科学技術振興事業団，CREST） 

八木 健（大阪大学 細胞生体工学センター） 
 

遺伝子標的法を用いて特定の遺伝子をノックインした

遺伝子改変マウスは，個体レベルでの機能を解析するの

に有効な材料となる。しかしながら，ES 細胞における相

同組み換えを利用するため，ノックインする遺伝子によ

り相同組み換え効率が異なる可能性がある。この点を明

らかにする目的で，緑色蛍光蛋白質（GFP，0.7 kb），テ

トラサイクリンアクティベーター（tTA2，0.7 kb），プロ

ゲステロン受容体・クレレコンビナーゼ（CrePR，1.8 kb），

ルシフェラーゼ（luc，1.7 kb）の各遺伝子を GAD67 遺伝

子にノックインしたコンストラクトをそれぞれ作成し，

ES 細胞に導入することにより相同組み換え効率を調べ

た。その結果，GFP と CrePR で相同組み換え率が高く，

tTA2 で低いことが明らかになった。この結果は，相同組

み換え効率がノックインする遺伝子の長さよりもその塩

基配列に影響される可能性を示唆している。 

 

 

 

遺伝子変異動物による Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II の機能解析 
 

山肩葉子，柳川右千夫，小幡邦彦 
 

Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II

（CaMKII）は，中枢神経系に豊富に存在する多機能型の

プロテインキナーゼで，神経活動の制御やシナプス可塑

性に深く関わると考えられている。我々はこれまでに，

生体内における神経活動と CaMKII の活性状態との関連

を明らかにしてきた。本研究においては，CaMKII の主

要なサブユニットであるαの遺伝子を点変異によって不

活性型に変異させたマウスの作製を試み，その解析によ

って，生体内における CaMKIIαの果たす役割について

新たな知見の獲得をめざしている。本年度は，Cre レコ

ンビナーゼによって薬剤耐性遺伝子を除去した相同組換

え ES クローンを用いて，マウス胚へのマイクロインジ

ェクションを行い，キメラマウスの作成を行った。キメ

ラ率の高いマウスについて交配を行い，ヘテロマウスを

作成中である。

 

 

神経活動活性化に伴う沈降型，過剰リン酸化型，不活性化型 
Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II の形成 

 

山肩葉子，小幡邦彦 
 

Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II

（CaMKII）は，中枢神経系に豊富に存在する多機能型の

プロテインキナーゼとして，神経活動の制御やシナプス

可塑性に深く関わると考えられている。我々は，生体内

における神経活動と CaMKII の活性状態との関連を調べ

る中で，けいれん活動中には，脳ホモジネート中の

CaMKII の脱リン酸化，活性化型の減少と共に，細胞内

分布の変化と一部不活性化が起こることを観察している。

そこで，この不活性化を伴う細胞内分布の変化の実体に

ついて，さらに解析を行った。その結果，可溶性画分に

残存する CaMKII では脱リン酸化が起こるが不活性化が

認められないのに対し，顆粒画分で増大した CaMKII で

はリン酸化の増大と不活性化が認められた。このけいれ

んに伴う，沈降型，過剰リン酸化型，不活性化型のCaMKII

について，その生成機構，生理的役割についてさらに検

討を行っている。
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グルタミン酸脱炭酸酵素欠損マウスにおける視床扁桃体路興奮性シナプス可塑性亢進のメカニズム 
 

兼子幸一，小幡邦彦 
 

グルタミン酸脱炭酸酵素 (GAD) 65 欠損マウス扁桃体

のスライス標本では，視床扁桃体路の高頻度刺激による

LTP が変異型で大きく，GABAB受容体拮抗剤 CGP55845

はとくに野生型の増強率を増す。扁桃体外側核主細胞か

ら全細胞記録を行い，シナプス前，後何れの GABAB 受

容体が可塑性調節に関わるのかを検討した。G タンパク

阻害剤 GDP-β−S (1.5 mM) のパッチ電極内投与で野生型

の LTP 増強率は対照条件下よりも大きくなり，変異型は

増強を示さなかったが，依然変異型の増強率が高かった。

パッチ電極内のCsでシナプス後GABAB応答を抑制する

条件下で単離したNMDA受容体性EPSC振幅は低頻度刺

激時には差はなかったが，高頻度刺激時には変異型で有

意に大きくなった。以上の結果から，シナプス間隙に拡

散した GABA がシナプス前，後両方の GABAB受容体を

活性化し，可塑性調節に関与していることが示唆された。

 

 

Ca2+感受性非選択性カチオンチャネル活性化による扁桃体基底外側核 GABA ニューロンに対する 
ノルアドレナリンの興奮性作用；GFP ノックインマウスを用いた解析 

 

兼子幸一，小幡邦彦，柳川右千夫 
 

ノルアドレナリン（NA）の扁桃体基底外側核 GABA

作動性細胞に対する作用を検討するため，GAD67-GFP

ノックインマウス脳から作成した扁桃体スライス標本の

GFP 陽性細胞から全細胞記録を行った。電流固定記録で

NA は GFP 陽性細胞のうち，遅い時定数の後過分極を示

すRS細胞の全例に脱分極と持続性発火を起こした。TTX

存在下に-60 mVで電位固定するとNAによる内向き電流

が生じ，INA はα1 受容体拮抗剤で抑制された。外液 Ca2+

の除去及び Cd2+の外液への添加，外液 Na+の低下で INA

はそれぞれ対照群の 8%，37%，11%に減少した。

voltage-rampから INAの平衡電位は-20 mV付近にあり，INA

に伴い RS 細胞の入力抵抗は 15%低下した。以上の結果

から，RS 細胞に対する NA の興奮性作用はα1 受容体を

介した Ca2＋感受性カチオン非選択性チャネルの活性化

によることが明らかとなった。 

 

 

 

超微小形態生理研究部門 

【概要】 

物質輸送に関する研究が主眼である。外分泌腺では分

泌刺激により水輸送と開口分泌が両方活性化されるが，

in vitro での蛋白分泌と水分泌の同時測定が不可能であ

るため不明であった。また経細胞輸送と傍細胞輸送の相

関は不明であった。村上は分泌定量の可能な唾液腺血管

潅流系を材料に分泌時間経過，形態観察，開口放出関連

蛋白定量，傍細胞輸送の 4 テーマについて共同研究を組

織し，研究を展開した。大橋はエンドサイトーシス経路

における選別輸送の研究を変異細胞を用いて行った。 
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潅流ラット顎下腺における水分泌調節機構 
 

村上政隆，大河原浩 

細井和雄，Kwartarini Murdiastuti（徳島大学歯学部） 

Bruria Sachar-Hill, Adrian E. Hill（ケンブリッジ大学生理科学部） 

 

原唾液は細胞の中からの分泌と傍細胞経路を通過した

成分との混合物であり，血液成分が唾液に移行するのは

このためである。標識デキストランをプローブとして唾

液，潅流液，細胞間液に分布するデキストラン分子のサ

イズを決定した。分子径に対する分泌プローブの唾液／

潅流液比は二つの成分（自由拡散（Stokes-Einstein）双曲

線成分に一致する大きな通過経路を示す成分及び半径 5

Åに切片をもつ直線成分で溶媒牽引による成分）に分け

られた。フィルター特性は，水の分子半径 1.5Åでは 1

の値に外挿され，水のほとんどが細胞間隙／tight junction

を通過することを強く示唆した。ここに水分子を主に通

過させると考えられてきた管腔側膜に存在する AQP5 が

どのような機能を有するかが大きな疑問となった。Hill

は AQP5 が浸透圧受容器として働く仮説を提出した。一

方細井らは通常の SD ラットに AQP5 発現と分布が異な

る個体が存在することを見い出した (Pflugers Archs, 

445 (3) , 405-412, 2002)。本年度は，細井らの開発した

AQP5 低発現ラットを用い，血管灌流ラット顎下腺を作

成し，高浸透圧ショックに対する水分泌反応の違いを比

較検討した。その結果，通常ラットでは浸透圧変化に応

じて水分分泌速度が低下した。AQP5 低発現ラットでは

分泌速度の変化が小さく，調節機能低下が示唆された。

この調節は AQP5 で受容され傍細胞輸送経路が効果器と

して働くと考えられた。一方，実際に傍細胞輸送経路を

通過する水分分泌を推定した。これは北里大学 瀬川と

共同研究で一般共同研究に記載した。 
 
 

灌流ラット顎下腺の細胞間分泌細管の分泌時形態変化 
 

村上政隆，前橋寛 

Alessandro Riva, Felice Loffredo, Francesca Testa-Riva（Cagliari 大医，細胞形態学） 

 

分泌刺激強度により水輸送と開口分泌反応が変化す

るが，分泌境界面である細胞間分泌細管の形態変化が刺

激強度とどのように対応するかをラット顎下腺血管潅流

標本を材料に高分解走査電子顕微鏡により観察した。試

料は分泌刺激に対応し採取し固定後 Osmium マセレーシ

ョン法により細胞内容をかき出し細胞質側より細胞間分

泌細管を連続して観察することができた。その結果，な

にも刺激しない対照系においても，同じ細胞間分泌細管

の一部に開口分泌あり，他の部分は開口分泌像がない場

合があること（開口分泌の不均一分布）この分布が分泌

強度をあげることにより密になること（開口分泌の細管

状での均一な分布）が分かった。すなわち，電子顕微鏡

レベルのミクロの変化（分泌顆粒が細胞間分泌細管に接

着，接着顆粒にベシクルが付着するエンドサイトーシス，

microvill の消失）の出現頻度が上昇し，腺全体で測定さ

れるマクロな分泌反応は，ミクロな変化の加算として理

解できた。平成 12-13 年度に CCh0.1uM の刺激強度では

水分泌反応は cAMP により調節されることを示したが，

この分泌刺激の強度においては無刺激下で観察される開

口分泌反応のミクロな形態変化と童謡の変化のみ観察さ

れた。このことは生理的な刺激強度の範囲ではユニット

になるミクロな形態変化は同じでその出現頻度が空間的

時間的に上昇することにより，マクロな分泌反応になる

ことが結論付けられた。
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エンドサイトーシス選別輸送のメカニズムの解析 
 

大橋正人，永山國昭 
 

エンドサイトーシス経路は，細胞の環境応答の前線と

なっている膜動輸送系である。我々は，エンドサイトー

シス経路によるシグナル伝達制御などの生理機能とその

メカニズム，そして，その異常による病態の解明を目指

し，この経路の哺乳類変異細胞株を用いて解析を行って

いる。これまでに，複数の後期エンドソーム過程の CHO

変異株を得，レトロウイルスベクターによる発現クロー

ニング法などにより，後期エンドソーム多胞体 (MVB)

からゴルジに向かう受容体の，MVB からの選別・搬出に

コレステロールが必要である事，さらに，MVB からゴル

ジへの輸送異常を修正する遺伝子産物であり，コレステ

ロール合成系の後期酵素である NAD(P)H ステロイド脱

水素酵素様蛋白質 (Nsdhl)が，後期エンドソームでの受

容体選別機能蛋白質である TIP47 と細胞内の脂肪滴表面

で共存することを見いだした。本年度は，ヒト胎児発生

異常である CHILD 症候群の原因となるミスセンス変異

のひとつ，G205S を持つ Nsdhl は，LD 上に局在できなか

ったことなどを見いだし，Nsdhl の脂肪滴への局在が，

機能的な重要性を持っている可能性がいっそう強く支持

された。脂肪滴表面機能と後期エンドソーム選別輸送制

御，コレステロールの生合成，および胎児発生異常の相

互の関連が注目される。

 

 

「意識科学の視点」から，「ヒト・ゲノムの文法解析（＝暗号解読）」の試み 
 

東 晃史 
 

「分子生物学は，分子によって，生命を理解しようと

する科学である」と解説される。これに対して，「意識

科学は，ヒトの言語の，生成メカニズムを明確にしよう

とする科学である」と解説できるであろう。「ヒトの言

語生成の，メカニズム解析」のために，数年来，「現代

物理学の基礎概念（＝アインシュタイン，ハイゼンベル

グ，ファインマン）とは異なる基礎概念，つまり，認識

論の伴う，東仮説（＝マクロの量子論）」を体系化して

きた。しかし，「東仮説（＝マクロの量子論）」は，一般

研究者に，なかなか，理解されなかった。「理解されな

い 大の理由」は，多分，「時間と空間の概念が，従来

の，物理学や哲学の基礎理論とは異なる」からであろう。

そこで，今年度は，「現代物理学の基礎概念と，東仮説

の基礎概念との，理解の接点（＝橋渡し＝連続的な理解）

を創る」目的で，「一般の科学者が，自分で，東仮説を，

検証できるような具体的な方法論（＝コンピュータのロ

ジック）」を示し，かつ，「東仮説の具体的な応用例とし

て，ヒト・ゲノムの文法解析（＝暗号解読）のモデル」を

示した。モノクロでは実例（＝モデル解析例）を示せな

いので，「ホームページ（＝http://www.nips.ac.jp/~higashi）

の，東レポート No.10，No.11」を参照されたい。

 

 

細胞内代謝研究部門 

【概要】

細胞内代謝部門では，生物活性物質や細胞− 細胞間刺

激に対する細胞の刺激受容機構，細胞内情報伝達機構，

細胞機能発現機構を研究対象としている。特に刺激時や

細胞活性時の細胞内カルシウムイオン (Ca2+)の動態を画

像解析装置を用いて詳細に解析することにより，上記の

メカニズムの解明を目指している。また，受精時の Ca2+

増加や Ca2+振動機構の研究を通して受精機構，卵成熟機

構の研究を行っている。海産動物（ウニ卵）受精時のカ

ルシウム変化について代表的なカルシウム蛍光色素 2 種

(Fura-2 と Ca Green)を用いカルシウムキレーターの阻害
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作用を詳しく検討した。またマウス卵母細胞の自発的

Ca2+振動機構，内分泌撹乱物質（エストロゲン）の卵母

細胞への影響について研究を行った。

 

 

カルシウムキレーターのウニ卵受精時への異なる効果 
 

毛利達磨,  

Chambers EL (Univ Miami), 

Landowne D (Univ Miami)  

 

ウニ卵にカルシウムキレーターBAPTA を前注入し，受

精時の細胞内カルシウム増加と膜電流変化を同時測定し

た。細胞内 Ca2+測定には代表的なカルシウム蛍光色素

fura-2 と Ca Green を用いた。0.5-1.0 mM BAPTA は容量依

存的に細胞内 Ca2+増加と Ca2+依存性 phase 2 電流を抑制

した。1 mM やそれ以上の BAPTA と fura-2 の卵では

phase 2 電流と細胞内カルシウム増加はともに抑制され

た。ところが，同様の BAPTA と Ca Green の卵では phase 

2 電流は抑制されるが，はっきりしたカルシウム増加を

示した。このことから fura-2 と Ca Green の使用について

問題点が提起された。また Fura-2 の InsP3 受容体に対す

る抑制作用が示唆された。

 

 

マウス未成熟卵母細胞の自発的 Ca2+振動に対するエストロゲンの作用 
 

                                                                               毛利達磨 

吉田 繁（近畿大 理工） 
 

哺乳類の成熟卵は受精時に細胞内カルシウム濃度が

変動する（カルシウム振動）。このカルシウム振動はそ

の後の発生に伴う様々な卵内の反応を引き起こす原因に

なる現象である。一方，卵巣から取出したマウス未成熟

卵母細胞（以下卵母細胞）も自発的カルシウム振動をし

ていることから，卵巣内でも，カルシウム振動をしてお

り各種ホルモンの制御を受けて成熟すると考えられる。

しかし，代表的なホルモンであるエストロゲンと卵母細

胞発達との関係は不明である。内分泌かく乱物質のリス

クに対する評価方法を確立するためにエストロゲンやエ

ストロゲン様内分泌かく乱物質による卵細胞機能に及ぼ

す作用を調べた。マウス卵巣から採取した卵母細胞をカ

ルシウム蛍光色素 Fura-2 で染色し，顕微鏡下で自発的カ

ルシウム振動測定と同時に明視野での形態変化解析をお

こなった。また，単離状態だけでなく卵巣内での機能を

確かめるためにスライスを作成した。その結果，１）単

離卵母細胞だけでなくスライスした卵巣内でも卵母細胞

は自発的カルシウム振動を示していることがわかった。

（図１a 参照）。（図 2 参照）。2）エストロゲンの代表で

ある E2（17β-estradiol）はカルシウム振動を抑制するだ

けでなく，振動パターンも乱すことが判明した（図１b

参照）。 
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上衣細胞濃度感受性ナトリウムチャネル 
 

毛利達磨（細胞内代謝研究部門） 

吉田 繁（近畿大学 理工学部 生命科学科） 

小幡邦彦（神経化学研究部門） 

須谷康一（近畿大学大学院 総合理工学研究科） 

尾松万里子（滋賀医科大学 第二生理学教） 

 

Na+濃度感受性 Na+チャネル NaC (c=concentration)が存

在すると考えられる上衣細胞 (別称：タニサイト

[tanycyte] ) の機能を解明するためにマウス (C57BL/6J)

脳の内側隆起を含む部位の 150-250 ミクロン厚スライス

を作成して Na+感受性蛍光色素(SBF)で染色し，細胞外

Na+濃度変化に対する第三脳室周囲部の応答を画像解析

装置で観察した。140 mM Na+標準細胞外液から高濃度

160-200 mM Na+溶液に替えると，内側隆起各部の細胞内

Na+濃度は持続的かつ可逆的に上昇した。他方，第三脳

室側壁部および周辺部は高濃度 Na+溶液に殆どまたは全

く反応しなかった。単離したタニサイトをパッチクラン

プ法で調べたが，刺激後，K+電流が記録されるのみで興

奮性は見られなかった。一方，球形の神経細胞は，自発

放電を示し刺激に応じて Na+電流を発生した。このこと

から脳脊髄液の Na+濃度をモニターするタニサイトの感

覚受容器としての役割が示唆された。 
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細胞器官研究系 
生体膜研究部門 

【概要】 

当部門では開口放出・シナプス機能機構を 2 光子顕微

鏡法を中心として，分子生物学的方法方法論，パッチク

ランプ，ケイジド試薬や電子顕微鏡を組み合わせて可視

化定量化する研究を推進している。本年度はインタクト

な膵臓ランゲルハンス島内の単一のインスリン開口放出

を直接可視化する方法論を開発した。また，また，脳ス

ライス標本内の中枢神経細胞を単一シナプスレベルで刺

激し，形態可塑性を誘発することに成功している。 

久木田文夫助手はイオンチャネルの動力学的研究を，

引き続き進めている。

 

 

神経，分泌細胞の開口放出機構の研究 
 

河西春郎，根本知己，高橋倫子，岸本拓也，児島辰哉，劉 婷婷 
 

調節性開口放出をインタクトな分泌臓器で定量的に可

視化する方法論を，2 光子励起法を用いて確立している。

従来の方法とは異なり，蛍光色素を細胞外液に加えて，

この色素の分泌小胞への流入によって開口放出を検知す

る。この方法は，細胞外の色素の濃度や状態が完全にコ

ントロールできるので，開口放出に関係する融合細孔や

小胞の性質を測定することが可能である。また，2 光子

励起法の同時多重染色性により，この開口放出現象への

様々な分子の関与を調べることができるなど，数多くの

特徴をもつ。本年は，この方法論をインタクトな膵臓ラ

ンゲルハンス島に適用して，臓器内のインスリン開口放

出を検知することに成功した。その結果，臓器内の開口

放出の際にも，融合細孔という半安定な小さな穴の形成

があることが確認され，その穴を通る脂質の流入が細孔

の開口に先行することを明らかにした。これは融合細孔

が初期から膜脂質でできていることを示す新たな証拠と

なった。また，この過程でインスリン小胞の融合細孔は

例外的に 2 秒ほど安定であることがわかってきており，

融合細孔形成への分子機構を明らかにするのに格好な標

本と考えられた。

 

 

2 光子励起法を用いた大脳シナプスの研究 
 

河西春郎，松崎政紀，早川泰之，野口 潤，安松信明 

 

2 光子励起法をケイジドグルタミン酸に応用して，大

脳皮質錐体細胞の単一の興奮性シナプスを刺激し，更に，

そのシナプスの機能を測定する方法を確立している。本

年度は，この方法論で，シナプス可塑性が誘発する可能

性について検討した。形態可塑性は whole-cell clamp した

細胞では誘発しにくかった。そこで，スライスを培養し

て，gene gun で GFP 遺伝子を導入し，whole-cell clamp に

よる蛍光色素の導入無しに，形態可塑性を追跡する系を

立ち上げた。Mg free 溶液中で細いスパインを頻回刺激す

ると，刺激直後よりスパイン頭部の膨大がしばしば見ら

れることがわかった。この膨大は 10-30 分で回復する傾

向を見せるが，半分の例では，1 時間以上に渉って持続

した。この現象は非常に安定して見られるので，今後，

その分子基盤や，グルタミン酸感受性の変化を調べるこ

とが可能である。 
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粘性依存性ゲート機構から予測されるイオンチャネルのダイナミックな構造 
 

久木田文夫 

 

イカ Na チャネルや K チャネルは非電解質溶液中でそ

の溶液粘性に比例した速度定数で構造変化を行う。この

実験事実はHodgkinとHuxleyの古典的な記載にはない新

しい実験事実であるが， 近の分子生物学的手法を用い

たゲート機構の研究の成果により，矛盾なく説明できる。

重要な点は下記の点である。 

1）ゲート機構時間経過を決める重要な構造変化が水溶

性部分の構造に存在する。 

2）水溶性部分の構造変化は短く速いステップが無数に

連続して起こることに対応し，タンパク質の主鎖や側鎖

の連続的な構造変化（フォールディングやデフォールデ

ィングなど）がその主体であり，堅い構造の単純な並進・

回転ではない。 

このような考えは電位センサー（S4）が膜貫通セグメン

ト (S1，S2，S3，S5，S6)で囲まれた筒（S4 チャネル）

をピストンのように移動するという考え方とは相容れな

い。しかし， 近では親水性のラベルが S4 の多くの部

分を修飾できることから，S4 チャネルは完全な筒状では

なく，ごく一部のみが縊れて膜電位を感受できるような

構造をとり，S4 の他の部分は水溶液面に露出していると

考えられるようになってきた。 

2003年の春にMacKinnonらは好熱菌（Aeropyrum pernix）

の Shaker 型 K チャネル（KvAP）の X 線による構造解析

の結果を発表した。これによると電位センサーは S4 と

S3 の 1 部と S3-S4 リンカーで櫂のような構造を持ち，静

止時は細胞内水界面でチャネルの周辺部に位置し，脱分

極時は櫂で漕ぐ時のように回転し，細胞外の水中に大き

く露出する ことを示した（Paddle Model）。 

上記のモデルで粘性依存性のゲート機構を説明するは

容易である。この場合も堅い構造の電位センサーPaddle

が回転するだけでは不十分で，それ自体特に水中に露出

する部分の柔らかさや構造変化，ないしは S4-S5 リンカ

ーなど柔軟さ重要であると推察される。 

 

 

機能協関研究部門 

【概要】 

細胞機能のすべては，細胞膜におけるチャネル（イオ

ンチャネル，水チャネル）やトランスポータ（キャリア，

ポンプ）の働きによって担われ，支えられている。機能

協関研究部門では，容積調節や吸収・分泌機能や環境情

報受容などのように も一般的で基本的な細胞活動のメ

カニズムを，これらの機能分子の働きとして細胞生理学

的に解明し，それらの異常と疾病や細胞死との関係につ

いても明らかにしようとしている。主たる研究課題は次

の通りである。 

①「細胞容積調節の分子メカニズムとその生理学的役

割」：細胞は（異常浸透圧環境下においても）その容積

を正常に維持する能力を持ち，このメカニズムには各種

チャネルやトランスポータやレセプターが関与している。

これらの容積調節性膜機能分子，特に容積感受性クロラ

イドチャネル，の分子同定を行い，その活性化メカニズ

ムと生理学的役割を解明する。 

②「アポトーシス，ネクローシス及び虚血性細胞死の

誘導メカニズム」：容積調節能の破綻は細胞死（アポト

ーシスやネクローシス）にも深く関与する。これらの細

胞死誘導メカニズムを分子レベルで解明し，その破綻防

御の方策を探求する。特に，脳神経細胞や心筋細胞の虚

血性細胞死の誘導メカニズムを生理学的に解明する。 

③「イオンチャネルの多機能性のメカニズム」：イオ

ンチャネルはイオン輸送や電気信号発生のみならず，環

境因子に対するバイオ分子センサーや，他のチャネルや

トランスポータの制御にも関与する多機能性タンパク質

である。特に，CFTR の他チャネル制御メカニズムや ATP

チャネルの容積センサーメカニズムや NaCl センサーメ

カニズムについての研究を行う。 

④「消化管上皮細胞の分泌・吸収メカニズム」につい

ても研究する。
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乳酸アシドーシス性の神経及びグリア細胞腫脹の持続は容積感受性アニオンチャネルの傷害による 
 

森 信一郎，鍋倉 隆，森島 繁，岡田泰伸 

 

脳虚血に伴われる乳酸アシドーシスは，ニューロンと

グリア細胞に持続的細胞膨張をもたらして，脳腫脹とそ

れに続く細胞死を引き起こす。通常は一定に維持される

細胞の容積が，乳酸アシドーシス環境下では持続的に増

加するので，容積調節機能が障害されていることが推定

された。そこで私達はこの可能性を神経分化させた

NG108-15 細胞と脳グリオーマ由来の C6 細胞を用いて検

討した。その結果，両細胞とも酸性乳酸含有液中では，

図 1 のようなメカニズムによって膨張を示し，その膨張

は長時間持続した。この条件下では，Regulatory Volume 

Decrease（RVD）と呼ばれる容積調節に関与する容積感

受性アニオンチャネルの活性が失われていることが明ら

かとなった。事実，両細胞で低浸透圧条件に置いたとき

の浸透圧性膨張後に見られる RVD が乳酸アシドーシス

条件下では見られなくなることが判明した。更には，そ

の乳酸アシドーシス性膨張の持続は，グラミシジンによ

るカチオンチャネルの導入によっては影響を受けないの

に対し，ピロリ菌毒素による外来性アニオンチャネルの

導入によって速やかに阻止されて，正常容積に回復する

ことが示された。これらの結果は次の 2 つの論文に報告

した（Mori, Morishima, Takasaki & Okada 2002 Brain Res. 

957, 1-11; Nabekura, Morishima, Cover, Mori, Kannan, 

Komune & Okada 2003 Glia 41, 247-259）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．乳酸アシドーシスによる細胞膨張メカニズムと

アニオンチャネル導入による回復（RVD：調節

性容積減少，NVI：ネクローシス性容積増加）。 

 

 

CFTR による容積感受性アニオンチャネルの抑制は第 2 ヌクレオチド結合領域によって仲介される 
 

赤塚結子，I.F. Abdullaev，E.L. Lee，岡田泰伸，R.Z. Sabirov 

 

囊胞性線維症の原因遺伝子の産物である CFTR は，

ABC トランスポータのファミリーに属しながら cAMP

依存症 Cl−チャネルとして機能するユニークなタンパク

質である。 近，CFTR は他のチャネルのレギュレータ

としても働く多機能性タンパク質でもあることで注目

されている。多くの細胞に発現していて容積調節に関与

する容積感受性・外向整流性アニオンチャネル（VSOR）

もまた，CFTR によってダウンレギュレーション（下方

制御）される（図 2）。ORCC アニオンチャネルや ENaC

ナトリウムチャネルや ROMK2 カリウムチャネルへの

CFTR の制御の場合には，第 1 ヌクレオチド結合領域

（NBD1）が重要な役割を果していることが知られている

が，VSOR 制御のメカニズムは不明であった。私達は，

CFTR とその種々の変異体を HEK293T 細胞の形質膜に

強制発現させ，VSOR チャネル電流への影響を観察した。

その結果，NBD1 ではなく，NBD2 の ATP 水解性のコン

フォーメィションが，CFTR による VSOR 制御に不可欠

であることが明らかになった。これらの結果は次の論文

に報告された（Y. Ando-Akatsuka, I.F. Abdullaev, E.L. Lee, 

Y. Okada & R.Z. Sabirov 2002 Pflügers Arch. 445, 177-186）。 
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図 2. CFTR 発現による容積感受性アニオンチャネル電

流の抑制。A) 保持電位 0 mV から±40 mV の交互

パルスをかけて全細胞 Cl−電流の時間的変化を記

録。B) −100 mV から+100 mV まで 20 mV ずつの

ステップパルスを（A の星印の所で）かけて Cl−

電流の電圧依存性を観察。

 

 

 

アラキドン酸による ATP 放出性アニオンチャネルの制御 
 

A.K. Dutta，岡田泰伸，R.Z. Sabirov 

 

マウス乳腺由来の C127 細胞は浸透圧性膨張時に著し

い ATP 放出を示すが，この経路は約 400 pS の大型単一

チャネルコンダクタンスを持つマキシアニオンチャネル

VDACL であることを私達は示した（Sabirov, Dutta & 

Okada 2001 J. Gen. Physiol. 118, 251-266）。今回この浸透

圧性 ATP 放出も VDACL も共に同じ生理的濃度（Kd～5 

µM）のアラキドン酸で可逆的に抑制されることを示し，

VDACL が ATP 放出を担う更なる証拠を提出した。アラ

キドン酸の効果はオキシゲナーゼによる代謝産物（ロイ

コトリエンやプロスタグランジンなど）によるものでは

なく，それ自身による直接効果であることが判明した。

アラキドン酸は荷電型として VDACL の細胞内側の結合

サイトに結合して奏効することが明らかになった。これ

らの結果は次の論文に報告された（A.K. Dutta, Y. Okada 

& R.Z. Sabirov 2002 J. Physiol. 542, 803-816）。
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生体情報研究系 
神経情報研究部門 

【概要】 

われわれの研究室では哺乳類神経系の発生・分化機構

について研究している。特に神経上皮細胞（神経幹細胞）

からどのようにして全く機能の異なる細胞種（神経細胞，

アストロサイト，オリゴデンドロサイトなど）が分化し

てくるのか，について興味を持って研究を進めている。

また，得られた新しい概念や技術はできるだけ社会の役

に立てるよう努めており，臨床研究への応用を視野に入

れながら，病態の解析にも努力している。脳神経系の発

生・分化を考えるとき，内因的要因（遺伝子に支配され

るもの）および外因的要因（外部からの刺激・情報によ

り分化方向が規定されるもの）に分けて考えるのは当然

であるが，脳神経系では他の組織の発生とは異なり特徴

的なことがある。それは多様性である。一言に神経細胞

と言っても顆粒細胞，錐体細胞などいろいろな形態の細

胞があるし，大脳皮質の錐体細胞はどの領野の細胞かに

よりその機能が異なる。また，神経伝達物質の種類も様々

である。大げさに言えば，神経細胞は一つ一つが個性を

持っており，そのそれぞれについて発生・分化様式を研

究しなければならない程である。また，均一であると考

えられてきたグリア細胞（アストロサイト，オリゴデン

ドロサイト）にも性質の異なる集団が数多く存在するこ

とも明らかとなってきた。そのため，他の多くの細胞種

や組織の分化研究とは異なり，細胞株や脳細胞の分散培

養系を用いた研究ではその本質に迫るには限界がある。

われわれは in vitro で得られた結果を絶えず in vivo に戻

して解析するだけでなく，神経系の細胞系譜の解析をも

精力的に行っている。脳神経系への遺伝子導入系として

開発した高力価レトロウイルスベクターは癌の遺伝子治

療に 適なベクターであるので，グリオーマや肺癌をタ

ーゲットとした応用を考えた研究を進めており，臨床応

用も間もなくスタートできそうである。また，癌治療の

新たなターゲット分子も見いだしたので，その応用も検

討中である。 

糖蛋白質糖鎖の解析法を開発し，その生理学的意義に

ついて検討している。ヒト正常脳においてはその発現パ

ターンが個人間で驚くほど一定に保たれており，現在考

えられているより，もっと重要な役割を果たしていると

思われる。事実各種神経変性疾患においてその発現パタ

ーンが変化していた。また，癌の転移にも糖蛋白質糖鎖

が関与していることを示唆するデータも得ているので，

病態時における糖鎖異常に着目して研究している。

 
 

オリゴデンドロサイト発生制御機構の解析 
 

鹿川哲史 竹林浩秀 中平英子 清水健史 政平訓貴（岡崎国立共同研究機構・生理学研究所） 
 

オリゴデンドロサイトは中枢神経系でミエリンと呼ば

れる構造をつくるグリア細胞である。ミエリンは神経細

胞の軸索を取り巻くことにより電気的に絶縁し，跳躍電

動という現象を引き起こす構造である。胎生期脊髄では

オリゴデンドロサイト前駆細胞は腹側のごく限られた部

位から発生することが知られている。我々のグループは

これまで胎生期脊髄の背側にオリゴデンドロサイト分化

を抑制する活性があることを示してきた。この活性を担

う分子の候補として，今回，脊髄背側に発現する Wnt フ

ァミリーに着目し，in vitro さらには in vivo においてこれ

らがオリゴデンドロサイト分化を負に制御することを示

した。 

また，転写因子の Olig2 を同定し，機能発現実験およ

び機能喪失実験により Olig2 が運動ニューロン，オリゴ

デンドロサイトの発生に必須であることを示してきた。

Olig2 遺伝子座に誘導性 Cre リコンビナーゼをノックイ

ンしたマウスを作製し，タモキシフェン投与時に Cre が

活性化するシステムを確立した。このシステムに加え，

エレクトロポレーション法と Cre-loxP システムを組み合

わせた恒久的な標識法を用いて細胞系譜追跡実験を行っ

た。これまでの結果から，前脳においてもやはり腹側か

らオリゴデンドロサイト前駆細胞が生み出されること，
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さらに，移動経路・遺伝子発現の異なる 2 つの分化のパ

ターンがあることを見いだした。それぞれファースト・

ウェーブ，セカンド・ウェーブと名付け，さらに詳しく

解析している。 
 
 

アストロサイトの分化・発生様式に関する研究 
 

長谷川明子，小川泰弘，竹林浩秀，池中一裕（岡崎国立共同研究機構・生理学研究所） 
 

アストロサイトの発生は神経細胞の発生と密接に関連

しており，神経幹細胞から両細胞の発生は相互に抑制を

かけながらどちらかだけ選択的に産生されることが示さ

れてきている。すなわち，アストロサイトの発生・分化

調節機構の研究は神経発生全体に大きな意義を有する。 

われわれはアストロサイトの分化誘導因子としてマウ

スシスタチンＣ（CysC）に着目して研究してきた。CysC

はアストロサイトの発生する時期に発生する場所から産

生が開始されることが分かった。また，マウス胎児脳初

代培養細胞系では in vivo の発現パターンと対応して

CysC が培養液中に放出されること，さらに抗 CysC 抗体

を加えると，アストロサイトの分化が抑制されオリゴデ

ンドロサイトの分化が促進されることが明らかとなった。 

また，米国ニューヨーク州立大学の Matt Rasband と共

同研究を行い，アストロサイトを認識する多数の新規モ

ノクローナル抗体を用いてマウス脊髄アストロサイトの

発生段階における多様性について検討した。その結果，

アストロサイトも神経細胞産生ドメインに対応して多様

化していることが示唆された。 

 
 
 

N 結合型糖タンパク質糖鎖の機能解析 
 

藤本一朗，池田武史，石井章寛，佐久間圭一朗，出口章広，池中一裕 

（岡崎国立共同研究機構・生理学研究所） 
 

細胞表面を覆うように存在する膜蛋白質のほとんど全

てに糖鎖修飾が存在し，細胞間相互作用を介して脳の発

生・分化や細胞変性疾患やガン化の機能発現に重要な役

割を担っていると考えられる。我々はこれまでに系統的

に糖タンパク質糖鎖をスクリーニングする方法を開発し，

その自動化に成功してきた。 

この方法は固定後の組織からも解析可能であることか

ら，新潟大学脳研究所との共同研究でヒトの中枢神経変

性疾患の脳内糖鎖解析を行った。その結果，細胞障害部

位の組織のみならず障害が無いと考えられていたアルツ

ハイマー病の白質領域で糖鎖の発現パターン異常が認め

られた。このことは糖鎖の異常が病態のベースに存在する

可能性があり，神経変性疾患の発病自体をも引き起こしてい

る可能性を強く示唆するものであった。（藤本） 

次に正常マウス大脳皮質の発生の各段階における系統

的な糖鎖解析を行った。その結果，脳に特徴的な糖鎖構

造が成熟するに従い優位に増加してくることが観察され

た。全体の 70％を越える主要糖鎖の構造決定を酵素消化

やMALDI-TOF-MSを駆使して同定を行った。この結果，

脳特徴的糖鎖が脳の発生・分化および形態形成に重要で

あると考えられた。（池田） 

一つの糖鎖構造の生合成には数十種類の糖転移酵素が

必要であり，糖鎖合成酵素群の網羅的遺伝子発現の解析

が不可欠であった。そこでマウス糖鎖生合成酵素遺伝子

108 個をクローニングし，DNA アレイを完成させた。報告

されている糖転移酵素遺伝子発現のノーザン解析結果と

同じ結果が得られ，網羅的解析が可能となり合成酵素の

動態と糖鎖構造との関連を明らかにする。（石井） 

培養ガン細胞の糖鎖とガン転移臓器の特異性を知る目

的で，B16 メラノーマの転移実験を行った。マウス尾静

脈から注入したB16細胞は肺および脾臓に高頻度で生着

した。ガン転移肺から摘出してきた B16 組織では多くの

糖鎖構造が培養時と異なり肺組織の糖鎖発現と類似した

パターンを示した。この糖鎖パターンは転移組織を培養

系に戻すと崩れてしまうことからガン細胞の生着維持に

細胞表面糖鎖が重要であると考えられた。（佐久間） 
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肝臓は組織的にほぼ均一であり，容易に初代培養や再

生肝を作成可能であることから培養時，増殖時に変化す

るであろう糖鎖構造を解析した。その結果，一部の糖鎖

構造の増減が明らかとなり，報告されている肝ガンのも

のとは異なるものであった。このことは正常増殖する際

と病体時での増殖とでは全く違う役割が細胞表面糖鎖に

存在することを示すものであった。（出口） 

 
 

癌遺伝子治療の基礎研究 
 

片倉浩理，福政良枝，中島弘文，池中一裕（岡崎国立共同研究機構・生理学研究所） 
 

我々は，以前 Serial Analysis of Gene Expression (SAGE)

法を用いて悪性グリオーマに高発現する腫瘍特異抗原

MAGE-E1 をクローニングした。MAGE-E1 に対する 3 種

類のペプチド性抗体を作製し，免疫組織学的な解析から

MAGE-E1 が細胞周期調節へ関与しているとことが予想

された。MAGE-E1 の細胞死や細胞周期調節への関与を

明らかにすることにて，癌治療の臨床において診断に，

更に遺伝子治療の分子標的として応用できるものと考え

て発現抑制方法について検討中である。 

われわれは高力価レトロウイルスベクターを用いた癌

の遺伝子治療法の開発に取り組んでいるが，本年度は

PEG-PLL (polyethyleneglycol polyLysine) によるさらなる

力価向上に関して検討した。PEG-PLL をレトロウイルス

ベクターの感染時に共存させるとその力価を高めたが，

この効果はレトロウイルスベクターを遠心しても変わら

なかった。すなわち，PEG-PLL はウイルス表面を恒久的

に修飾していることが明らかとなった。この操作で毒性

を増すことなく，感染効率を高めることに成功した。 
 
 

モデルマウスを用いた脱髄の病態解析および治療法の検討 
 

松本路生，田中久貴，山田 元，池中一裕（岡崎国立共同研究機構・生理学研究所） 
 

本研究室では，既に脱髄モデルマウスである PLP トラ

ンスジェニックマウスを作製し報告している。このモデ

ルマウスに神経幹細胞を移植する系を確立し，移植治療

により症状の改善がみられるかどうか検討した結果，移

植後の神経幹細胞が分化せず，未分化なまま移植部位近

辺に留まっていることが明らかとなった。このことから

脱髄巣においてはオリゴデンドロサイトの分化が抑制

されていることが考えられた。これらの因子を DNA マ

イクロアレーを用いて検討している。 

in vivo の中枢神経系（後索路，脊髄前庭路，錐体路）

において神経伝達速度の測定系を確立した。さらに，脱

髄をおこしている PLP トランスジェニックマウスにお

いて，これらの神経路の神経伝達速度を予備的な実験に

より測定し，速度の低下を確認した。

 
 

液性情報研究部門 

【概要】 

液性情報研究部門では，これまで分子生物学的手法と

生理学的手法を用いて，脳神経系における情報の伝達お

よび統合のしくみを，分子・細胞のレベルから理解する

ことを目的として研究を行ってきた。しかし近年の分子

的情報の急激で莫大な増加に比較して，分子と個体を結

びつける領域の研究が不十分であり，またその領域の研

究がますます重要となって来ていることを考え，研究部

門の方向性を変えてきた。本年度はその転換期であり，

宮田助教授，佐竹助手が着任した。今後，電気生理的手

法を中心として，分子を基盤とした神経回路の機能解析

を中心的なテーマとして研究活動を進めていく予定であ

る。
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Ca2+チャネル変異マウスにおける神経回路異常の検索 
 

松下 かおり， 佐々木 幸恵，井本 敬二 

 

脳の主要な Ca2+チャネルサブタイプである P/Q 型 Ca2+

チャネルの遺伝子異常により，小脳変性症など神経疾患

がヒト，マウスで起こるこ。マウスでは，tottering，rolling，

leaner などの変異が知られている。しかし Ca2+チャネル

の異常が，どのようにして種々の神経症状を引き起こす

のかという疑問は解決されていない。 

tottering，rolling Nagoya の小脳スライス標本を用いて，

平行線維－プルキンエ細胞（PF-PC）および登上線維－

プルキンエ細胞（CF-PC）シナプス等での興奮性シナプ

ス後電流を whole-cell patch clamp 法を用いて測定した。

また形態学的な検討を加えた。 

昨年度 PF-PCシナプスのEPSCが症状に相関して減弱

しているのに対して，CF-PC シナプスの EPSC(CF-EPSC)

の大きさは，tottering では著変なく，rolling ではむしろ

増加していることを報告した。本年度は，CF-EPSC が保

たれているかを系統的に検討した。外液カルシウム濃度

を変化させた場合，CF-PC シナプスでは Ca2+濃度を増加

させても EPSC が飽和の傾向を示のに対して，PF-PC シ

ナプスでは，EPSC が Ca2+濃度の 3-4 乗に比例する古典

的なに関係を示した。シナプス間隙のグルタミン酸濃度

の増加は見られないが，シナプス後膜グルタミン酸受容

体の感受性の増加が rolling マウスで観察された。またい

ずれの変異マウスでもN型Ca2+チャネル依存性が大きい

ことが認められた。さらに形態学的な検討から，一次，

二次樹状突起では通常観察されない棘突起が rollingでは

頻繁に観察された。 

  これらの結果は，変異による影響はもともとのシナ

プスの性質に大きく依存しており，高放出確率のシナプ

スは影響を受けにくいことが示された。またグルタミン

酸受容体の性質の変化や形態学的な変化など，観察され

たいろいろな変化は，Ca2+の働きが不十分であるために，

正常な発達に伴う変化が阻害されて生じてきたものと解

釈される。 

 

 

GFP を用いた蛍光カルシウムプローブ G-CaMP の改良体の開発 
 

中井 淳一，大倉 正道 

 

G-CaMP は分子内に 1 つの緑色蛍光蛋白（GFP）をも

つ蛍光カルシウムプローブである。G-CaMP は Ca2+の結

合に伴い比較的大きな蛍光強度の増大を示すことが長所

であるが，蛍光強度が弱いことやｐH 感受性を示すこと

が短所であった。そこで本研究では G-CaMP の改良を試

みた。GFP の発色団形成を促進することが報告されてい

る V163A/S175G のアミノ酸変異を G-CaMP に導入した

ところ，この変異体（G-CaMP1.6 と命名）は G-CaMP に

比較して，（1）約 40 倍明るく，（2）ｐH 感受性が低く，

（3）Ca2+と同程度のイオン半径を有する 2 価カチオンの

選択性が高く，（4）短時間に発色団を形成することが見

いだされた。このことは G-CaMP1.6 が G-CaMP よりも蛍

光カルシウムプローブとして優れていることを示す。 

一方，G-CaMP の Ca2+感受性については，G-CaMP の

場合よりもやや高親和性側にシフトしていた。そこでわ

れわれは G-CaMP1.6 分子中のカルモジュリンの Ca2+結

合部位にアミノ酸変異を導入し，Ca2+親和性の異なる変

異体を作製した。 

 

 

 

 

 

 



研究活動報告／生体情報研究系 

25 

炎症性疼痛における視床 mGluR1-PLCβ4 カスケードの制御機構 
 

宮田 麻理子 

 

近年の研究で，末梢から脊髄レベルにおいて，痛覚を

担う分子基盤は明らかになってきたが，視床より上位中

枢では，ほとんど明らかになっていない。phospholipase 

Cβ4（PLCβ4）は，代謝型グルタミン酸受容体１型など

の三量体 G 蛋白の Gq/11 結合型受容体に共役し，IP3, 

PKC を駆動し，シナプス機能に重要な働きをする酵素で

ある。我々はマウス視床ＶＢでは PLCβ4 が唯一の PLC

のアイソホームであることを明らかにした。さらに，こ

の分子が，体性感覚情報とりわけ体性痛覚の情報処理に

寄与するか否かを調べるため，PLCβ4 の遺伝子欠損マウ

スを用いて，疼痛関連行動の解析を行った。ノックアウ

トマウスは，hot plate test, tail flick test などの 急性痛は

野生体と比べて有意な差は認められなかった。しかしな

がら，ホルマリンテストによる炎症疼痛行動は有意に減

弱していた。一方，末梢の炎症所見，炎症性疼痛の脊髄

後角で神経活動性を反映する c-FOS 発現には差がないこ

とから，PLCβ4 は炎症性疼痛に寄与しその作用部位は，

脊髄より上位であることが示唆された。さらに我々は，

マウスでの脳室内投与法，視床内投与法を確立し，野生

体に PLC またその上流にグルタミン酸受容体１型 

（mGluR１）の阻害剤，拮抗薬を投与すると同様に炎症性

疼痛が減弱した。これらの結果から，mGluR1-PLCβ4 の

カスケードが視床レベルで炎症性疼痛の修飾に関わって

いることが明らかになった。さらに，炎症性疼痛試験時

の視床 VPL 単一神経細胞の活動を，麻酔下の PLCβ4 ノ

ックアウトマウス，野生マウスで細胞外記録法を用いて

調べた。野生マウスでは疼痛関連行動の時間経過と良く

一致して神経活動が見られるのに対し，ノックアウトで

は炎症性疼痛に伴う神経活動が有意に減弱していた。こ

れらの結果から，ｍGluR1-PLCβ4 カスケードが視床 VB

の神経活動性を調節することによって，炎症性疼痛をコ

ードしていることが明らかになった。VB の mGluR1 は

大脳皮質から視床への feedback シナプスの後膜側のみに

存在するため，今後は皮質－視床への feedback シナプス

の特性と作動様式さらに，mGluR1 による修飾機構を解

析する予定である。

 

 

成熟ニューロンにおける cdk5 の機能の検索 
 

佐竹伸一郎，井本敬二 

小西 史朗 （三菱化学生命科学研究所） 

 

Cyclin-dependent kinases（cdks）は，細胞周期の制御に

重要なタンパク質リン酸化酵素である。Cdk ファミリー

の一つ cdk5 は，成熟ニューロンに多く発現することから，

細胞周期の制御とは別の役割も担うと予想される。シナ

プス機構における cdk5 の機能を検索するため，2 週齢ラ

ットから作成した小脳スライスでパッチクランプ記録を

行い，cdk5 特異的阻害薬 roscovitine がシナプス伝達にお

よぼす作用を調べた。Roscovitine を灌流投与すると，籠

細胞-プルキンエ細胞間の抑制性シナプス伝達および平

行線維-プルキンエ細胞間の興奮性シナプス伝達は顕著

に増強された。量子解析から，この阻害薬は神経伝達物

質の放出確率を増大させることが示唆された。一方，登

上線維-プルキンエ細胞間の興奮性伝達に roscovitineは無

効であった。Cdk5 は，シナプスの種類特異的かつ複数の

機構により，小脳の神経伝達制御に関わると推定される。 
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高次神経機構研究部門 

【概要】 

本研究部門では哺乳動物の脳機能がどのような分子

メカニズムにより形成・制御されているかを解明するこ

とを目的とし，脳構造形成および神経回路網形成・再編

成に関わる遺伝子を欠損させたマウスの作製を主に行っ

ている。非受容体型チロシンリン酸化酵素 Fyn の欠損マ

ウスでは情動行動や哺乳行動において異常が認められた

ので Fyn チロシンキナーゼとの結合活性を指標に新規分

子をスクリーニングしたところ，新規カドヘリン様細胞

接着分子である CNR (Cadherin-related neuronal receptor)

を単離する事が出来た。この CNR はシナプスに局在し，

さらに細胞外ドメインにカドヘリンモチーフを有するこ

とから神経細胞接着や認識に関わることが予想される。

また，これまでの解析結果より CNR には 14 種のファミ

リー分子が存在し，それらの遺伝子は免疫グロブリンや

T 細胞受容体の遺伝子に似たクラスター構造をとること，

CNR の転写産物に体細胞変異が見つかったことなどが

明らかになった。以上のことより，CNR はシナプスでの

選択的細胞接着と免疫系でのイムノグロブリンや T 細胞

受容体と類似した多様化機構を兼ね備えた分子であり，

中枢神経系における多様化と組織化をもたらす分子であ

ると予想される。この分子機能の解析を進めることによ

り，脳形成や機能発現における個体発達過程での神経細

胞の多様化機構の分子メカニズムが明らかになるのでは

ないかと考えている。また，近年では脳機能解析におけ

る新しい手法としてクローンマウス用いた系を導入する

他，遺伝子変換ラット作製系の開発も試みている。 

 

 

CNR カドヘリン分子群多様性の機構解析 
 

先崎浩次，八木 健 

 

マウス CNR 分子群は細胞外領域の異なる 14 種類の遺

伝子ファミリーからなり，14 種類全てが中枢神経系にお

いて発現している。これまでに，各 CNR mRNA が神経

細胞ごとに組み合わせで発現していることを示し，また，

作製した複数の CNR 分子種特異抗体による成体マウス

脳での免疫染色法の結果から，各 CNR 蛋白質の脳領域

による局在性の違いが認められた。以上の結果は各 CNR

の分子機能が異なる可能性を示唆する。各 CNR 分子間

のアミノ酸配列比較から細胞外 EC2-3 領域の相同性が低

く，この領域に CNR 分子群の分子機能上の違いのある

可能性が示唆され，EC2-3 領域に対するマウスモノクロ

ーナル抗体を作製を行った。現在，得られた抗 CNR 

EC2-3領域抗体を用いてCNR EC2-3領域の分子機能解析

を行っている。

 

 

ゼブラフィッシュ CNR の機能解析 
 

多田基紀，八木 健 

 

CNR はカドヘリン様受容体遺伝子群で，神経細胞で発

現し，神経発生と維持に関わることが知られている。私

は Whole mount in-situ hybridization，及び免疫組織化学

を用いて，発生段階におけるゼブラフィッシュ CNR の

時間的，空間的発現パターンを明らかにした。この結果，

神経組織の発生時期・領域と一致して CNR の発現が見

られ，特に軸索に CNR タンパクが局在することが分か

った。また，ゼブラフィッシュにおいて利用可能なこと

が知られているMorpholinoアンチセンスオリゴヌクレオ

チドを用いて，CNR タンパク質発現阻害を行うことで

CNR の機能解析を行った。この結果，神経細胞分化の起

こる領域に同調してアポトーシスが観察され，かつ axon

の伸長異常と，網膜視蓋経路の形成不全が見られ，神経

発生，軸索形成時における CNR の関与が示唆されてい

る。
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CNR 遺伝子欠損マウスの作製 
 

平林敬浩，八木 健 
 

CNR 分子の機能を個体レベルで解析することを目的

として，CNR 遺伝子欠損マウスの作製を進めている。ク

ラスター型遺伝子構造をもつ CNR 遺伝子には 14 個の可

変領域エクソンと 3 つのエクソンからなる共通領域が存

在し，各 CNR ファミリーはそれぞれひとつの可変領域

エクソンと共通領域から転写される。そこで本研究では

まず，共通領域エクソンを挟む形で 2 カ所に loxP 配列を

遺伝子ターゲティング法により導入し Cre-loxP 系を用い

ることで全ての CNR ファミリー遺伝子が欠損するマウ

スの作製を試みている。また、同時に各 CNR ファミリ

ーの可変領域エクソンを効率よく欠損させるためにトラ

ンスポゾンを用いた新しい遺伝子欠損法の開発も行って

いる。 

 

 

ラット ES 細胞の樹立とそれを用いた遺伝子変換ラット作製系の開発 
 

金子涼輔，八木 健 
 

ラットを用いた遺伝子変換動物作製を目指すなかで，

ラット ES 細胞株の樹立を試みた。マウス ES 細胞樹立方

法にしたがい，ラット胚盤胞をラット繊維芽細胞上で培

養を行った結果，培養 5 日目には大きな細胞塊を形成し

た。この細胞塊をトリプシンで処理し継代を行ったとこ

ろ，4～5 日後に未分化細胞マーカーのアルカリホスファ

ターゼ陽性のコロニーが現れた。しかし，この継代を繰

り返すにつれ未分化コロニーが失われてゆき，4 回目の

継代の後には現れてこなかった。この結果は，ラット ES

細胞は，マウス ES 細胞での培養条件では未分化状態を

保てない可能性を示唆している。そこで，ラット LIF を

クローニングして発現ベクター中に導入して使用した。

しかし結果は同様で，未分化状態のラット ES 細胞を樹

立することはできなかった。コロニー解離方法や血清ロ

ット，培地成分等の検討を行ったが樹立法の確立には至

らなかった。

 

 

クローンマウス作製による分化神経細胞核における核情報変換の解析 
 

牧野初音，八木 健 
 

神経細胞分化過程において核情報の変換が生じること

が示唆されていたことから，単一神経細胞核のゲノム

DNA の遺伝情報を明らかにすることを目的として，生後

0－4 日齢のマウス大脳皮質由来の単一神経細胞核を用

いてクローンマウス胚の作製を試みた。その結果，42 匹

の胎生 10.5 日目クローンマウス胎仔が得られ，その内の

40 匹に形態異常（神経管閉鎖不全など）が観察された。

この形態異常の出現頻度は，胎生期の分化神経細胞核よ

りもはるかに高く，また他の体細胞核クローンマウス胎

仔では神経管での異常はほとんど認められなかったこと

から，分化神経細胞核では，細胞分化の進行に従って，

核情報変換が不可逆的に生じている可能性が強く示唆さ

れた。現在，分化神経核由来のクローン細胞の細胞分化

能力を，正常胚との集合キメラマウスを用いて解析して

いる。 
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マウス嗅球での周波数帯によって分離される独立な２つの経路 
 

田仲祐介，八木 健 
 

In vivo でのマウス中枢神経系からの神経活動の記録，

解析系を確立させた。この過程の中で，マウス嗅球にて

低濃度刺激によって誘発される神経活動 ( LFP ) を見い

だした。この活動は，従来に報告されている嗅覚性の誘

発活動（誘起波）より低い周波数帯 ( 7-14Hz )にピークが

見られる。さらに垂直多点電極を用いて，この活動が糸

球体層と僧帽細胞層の間に由来することを見いだした。

また，この低周波活動中でのスパイクの有意な増大は見

られなかったが相関を示した。これらの結果は，嗅球に

おいて周波数帯によって分離される独立な 2 つの経路が

存在することを示し，低周波発振器 (Low Frequency 

Oscillator) として中枢神経系において機能していること

が示唆される。

 

 

高次神経性調節研究部門 

【概要】 

高次神経性調節部門は視知覚および視覚認知の神経

機構を研究対象としている。我々の視覚神経系は複雑な

並列分散システムである。そこでは数多くの脳部位が異

なる役割を果たしつつ，全体として統一のとれた視知覚

を生じる精巧な仕組みがあると考えられる。また二次元

の網膜像から世界の三次元構造を正しく理解できる仕組

みもそなわっている。視知覚におけるこれらの問題を解

明するために，大脳皮質を中心とするニューロンの刺激

選択性や，異なる種類の刺激への反応の分布を調べてい

る。具体的な課題として（1）初期視覚野における輪郭の

表現，（2）初期視覚野における面の表現，（3）選択的注意

による視覚および眼球運動関連領野ニューロン活動の変

容，（4）大脳皮質における情報の補完の仕組み，などに

関する研究を行った。

 

 

初期視覚系における輪郭線の折れ曲がりの表現 
 

伊藤 南，小松英彦 

 

従来の初期視覚系研究においては輪郭線の表現におけ

る直線成分や縞刺激の傾きに対する選択性の寄与が重視

されてきたが，輪郭線の折れ曲がりや分岐もまた輪郭線

の三次元的な構造を表現する重要な手掛かりである。注

視課題遂行中のサルの第二次視覚野から細胞外記録を行

い，十二方位からの組み合わせにより二本の直線成分を

つなぎ合わせて作った輪郭線の折れ曲がりを受容野の中

心に呈示して神経細胞の反応選択性を詳細に調べた。こ

れまで我々は第二次視覚野には特定の組み合わせ（輪郭

線の折れ曲がり）に対して特異的な反応選択性を示す細

胞が多数存在することを見いだした。本年度は刺激中の

直線成分を単独で提示した際の反応をもとに，折れ曲が

り刺激を構成する直線成分に対する反応と折れ曲がり刺

激に対する反応との関係を検討した。その結果， 適な

直線成分に対する方位選択的な興奮性の入力に加えて，

不適当な直線成分に対して働く方位選択的な抑制性の作

用が選択性を決める上で重要な役割を果たしていること

を見出した。以上の結果は第二次視覚野が輪郭線の折れ

曲がりや分岐を検出する 初のステップであることを示

唆する。 
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初期視覚系における面の表現。光計測による解析 
 

谷 利樹，横井 功，伊藤 南，小松英彦 

田中 繁（理研） 

 

近年初期視覚系のニューロンが輪郭線の表現だけでは

なく面の表現とも関係していることが指摘されるように

なったが，そのような面情報解析の神経メカニズムはま

だ明らかではない。ディスプレイの画面を一枚の面と考

えてその輝度を矩形波状に交互に反転させ，ネコ初期視

覚野における神経活動を内因性信号による光計測により

調べたところ，我々は 18 野に面の輝度反転により活動す

る領域（面反応領域）が 17/18 野に沿うようにいくつか

に分かれて存在することを見いだした。この領域の内外

で細胞外記録を行ったところ，個々の細胞レベルにおい

ても上記のような結果と整合するような性質を持つ細胞

を多数記録した。本年度はこのような面反応領域と線の

表現との関係を調べる為に，面反応領域の内外のニュー

ロンの直線ないしはさまざまな空間周波数の縞刺激に対

する反応を調べた。その結果，面刺激に反応するニュー

ロンの多くは 0.5cycle/º以下の低い空間周波数を持つ縞

模様に対しても選択的な反応を示すことが明らかになっ

た。面反応領域の内外で 適な空間周波数を比較すると，

同じ 18 野内でも面反応領域内でより低い空間周波数に

偏ることが明らかになった。特に 0.08cycle/ºの縞刺激な

いしは面刺激に対してよく反応するニューロンは領域内

にのみ多数存在し，面反応領域を形成していると考えら

れる。

 

 

トップダウン性注意がサルＶ4 野と前頭眼野のニューロン活動に及ぼす影響 
 

小川 正，小松英彦 

 

視覚探索では，刺激の目立ちやすさ（visual saliency）

は目標となる対象を探すための重要な要因となる。しか

しながら，日常生活で通常経験する視野には異なる特徴

次元で目立つ刺激が複数個あるため，その中から必要な

対象を探すためにはトップダウン的注意によって探索に

有効な特徴次元を選択する必要がある。特定の特徴次元

に向けられた注意が，視覚探索の神経機構に及ぼす影響

を調べるため，多次元視覚探索課題をサルに行わせて V4

野と前頭眼野からニューロン活動を記録した。課題では

2 種類の色と形から成る刺激が注視点の周りに 6 個呈示

され，その中には色及び形次元で異なる刺激が 1 つずつ

（目標，妨害刺激）含まれる（例えば，1 つの赤四角，1

つの緑丸，4 つの緑四角）。サルは色，または形次元で目

立つ刺激に向かってサッカードを行うと報酬がもらえる

が，どちらの次元で目立つ刺激を目標とするかは試行ブ

ロックごとに切り替えられる。得られたニューロン活動

を解析した結果，V4 野ニューロンは受容野内の刺激が周

囲の刺激に対して色または形のどちらの次元で異なるか

に依存して活動が変化した。また，どちらの特徴次元に

注意すべきかを切り替えると，探索に有効な特徴次元で

目立つ刺激へのニューロン活動は増強させたが，有効で

ない次元で目立つ刺激へのニューロン活動は減弱させた。

これに対し前頭眼野では受容野内の刺激がどちらの特徴

次元で目立つ刺激かにはよらず，サッカードの目標刺激

となった場合にニューロン活動を増大させた。しかし，

目立つ刺激が受容野内に呈示されてもサッカード目標と

ならない場合は，活動の増加はわずかであった。
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盲点における線分の補完知覚に対応したサル 1 次視覚野神経活動 
 

松本正幸, 小松英彦 

 

盲点の両側に 2 本の線分が同一直線上に呈示されると，

盲点には網膜からの入力がないにも関わらず，一本のつ

ながった線分が知覚される。このような補完知覚が生じ

るとき，サル大脳皮質一次視覚野（V1）で盲点に対応す

る視野を表現している領域（盲点表現領域）のニューロ

ンが，線分の知覚される長さと相関した活動をするのか

どうかを調べた。このために線分刺激を一方の眼の盲点

付近の視野に呈示し，線分の一端を盲点外に固定したま

まもう一端を盲点の中心に向かって伸ばしていった時に，

V1 ニューロンの活動がどのように変化するかを調べた。

非盲点条件において線分が長くなるにつれて徐々に活動

を上昇させたニューロンの多くが，盲点条件において補

完が生じる線分の長さで非連続な活動の上昇を示した。

この結果は，V1 の盲点表現領域に，補完知覚に対応した

活動をするニューロンが存在することを示唆する。

 

 



研究活動報告／生体調節研究系 

31 

生体調節研究系 
生体システム研究部門 

【概要】 

生体システム研究部門は，これまで歩行運動の中枢制

御機構について研究を進めてきた。平成 14 年 3 月に森 

茂美教授が定年退官した後も，森 大志，橘 篤導らを

中心に継続して研究が行われてきている。11 月に南部 

篤が東京都神経科学総合研究所から着任し，大脳皮質—

大脳基底核連関による随意運動の制御機構の解明という，

新たな研究テーマを立ち上げた。このことにより，当研

究部門は，大脳皮質，大脳基底核，小脳，脳幹などを中

心に，手指を精緻に動かすような随意性の高い運動から，

歩行や咀嚼のように半ば自動化されたものまで，幅広い

運動の脳内機構について，包括的に明らかにするという

テーマで研究することとなった。南部が着任早々，喜多 

均教授（テネシー大学医学部）が日本学術振興会の外国

人招へい研究者として当研究部門での共同研究を開始し，

結果的に研究室の立ち上げが加速された。

 

 

大脳皮質-線条体-淡蒼球外節-視床下核-淡蒼球内節路（いわゆる間接路）について 
 

南部 篤，喜多 均（テネシー大学医学部） 

橘 吉寿（大阪大学大学院歯学研究科，東京都神経科学総合研究所） 

 

大脳皮質を電気刺激して，大脳基底核の出力部である

淡蒼球内節から記録を行うと，早い興奮･抑制･遅い興奮

という３相性の応答が得られる。これまでの研究により

早い興奮は，大脳皮質-視床下核-淡蒼球路（ハイパー直

接路）を，抑制は大脳皮質−線条体−淡蒼球路（直接路）

を介することがわかっている。本年度は，遅い興奮の由

来について調べた。その結果，直接路による抑制のリバ

ウンドによるものと，大脳皮質-線条体-淡蒼球外節-視床

下核-淡蒼球内節路（間接路）を経由するものがあり，後

者によるものが多いことがわかった。次に，このような

経路が実際に，どのような情報を運んでいるかを解析す

る手始めとして，ムシモル注入により視床下核をブロッ

クし，その前後で淡蒼球ニューロンの体性感覚応答を調

べた。その結果，視床下核をブロックすると，淡蒼球ニ

ューロンの反応性が大きく変化することがわかった。こ

のことは，ハイパー直接路や間接路が，実際の生理的条

件下でも働いていることを示唆している。今後は，この

ような神経経路が実際の運動遂行時に，どのような情報

を運んでいるか明らかにしていきたい。 

 

 

 

糖代謝 PET による障害物回避二足歩行運動の実行に関与する脳部位の同定 
 

森 大志，中陦克己（近畿大学），橘 篤導，高須千慈子 

塚田秀夫（浜松ホトニクス（株）），森 茂美（生理研名誉教授） 

 

サル直立二足歩行モデルは障害物を設置したトレッド

ミルベルト上歩行（障害物回避歩行課題）で，予測的な

下肢関節屈曲ストラテジーの動員により障害物上に十分

な空間を作成し，これにつまずくことなく乗り越えるこ

とができる。サルモデルは適応・予測制御機序などの高

次な脳機能を動員してこの課題を解決したと考えられる。

本研究ではこれまでに確立した無拘束動物−糖代謝 PET

法により，障害物回避歩行課題の実行に伴い，賦活され

る脳領域の同定を試みた。サル歩行モデルに [18F]-FDG

を投与し，障害物回避歩行課題を実行させた。対照課題
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（座位姿勢）に対し，補足運動野，一次運動野，視床，小

脳で優位に糖代謝が亢進した。水平トレッドミル二足歩

行課題に対しては補足運動野，視床で脳糖代謝の亢進が

観察された。これらの結果からより複雑な歩行課題に対

し，サル歩行モデルは高次脳内の様々な要素的神経制御

機構を動員してこれを解決していることが示唆された。

 

 

大脳皮質運動野の直立二足歩行運動に関わる機能的意義の同定 
 

森 大志，中陦克己（近畿大学），南部 篤，稲瀬正彦（近畿大学），森 茂美（生理研名誉教授） 

 

脳糖代謝PET法により水平トレッドミルベルト上二足

歩行運動の実行に際し，サル歩行モデルは一次運動野

（M1）および補足運動野（SMA）での神経活動の増強が

示唆された。本研究ではこれらの領域が直立二足歩行運

動の実行に際し，どのような機能的意義を有するかを同

定することを試みた。実験に先立ち，トレッドミルベル

ト上での二足歩行運動能力を獲得した成サルの大脳皮質

運動野を皮質内微少電気刺激法でマッピングした。機能

的意義の同定はムシモル（GABAA agonist）の局所注入に

より歩行運動機能を一時的に脱落させて行った。M1 へ

の注入では注入部に限局した歩行運動障害（関節運動障

害）が誘発された。SMA への注入では筋トーヌスの減弱

に伴う姿勢障害が誘発された。これらの結果は大脳皮質

運動野を構成する M1 および SMA は直立二足歩行運動

の実行に際して異なる機能的側面を担っている可能性を

示唆する。

 

 

ネコ小脳歩行誘発野の機能的意義の同定 
 

森 大志，中陦克己（近畿大学），森 茂美（生理研名誉教授） 

 

左右の小脳室頂核からは同側性および交叉生の室頂核

遠心路が始まる。この交叉性遠心線維は小脳白質正中部

で交叉して鈎状束を形成する。この鈎状束には室頂核視

床路などの上行性，室頂核網様体路などの下行性投射路

が含まれる。除脳ネコ標本でこの鈎状束正中部（CLR）

を連続微少電気刺激するとトレッドミルベルト上で制御

歩行が誘発できる。本研究では無拘束・覚醒ネコ標本で

姿勢および歩行運動に対する CLR の刺激効果を検討し

た。このため予め麻酔下で慢性微少電気刺激電極を CLR

に刺入・留置した。麻酔手術から回復した後に無拘束下

でネコの歩容をビデオ撮影した。左右の前後肢から筋活

動を導出記録した。CLR に高頻度電気刺激を加えるとネ

コは歩行運動を開始し刺激を継続する間，歩行運動を持

続した。四肢の運動は規則的かつ協調的であった。これ

らの結果は CLR が歩行運動の開始，基本的な四肢協調運

動制御に関与していることを示唆する。 

 

 

直立歩行若齢ニホンサルに与えた障害物回避歩行課題の学習機序 
 

橘 篤導，森 大志，高須千慈子，森 茂美（生理研名誉教授） 

 

若齢ニホンサルは長期に報酬付け運動学習により，多

運動分節の機能を統合し，トレッドミル上での直立二足

歩行能力を獲得する。本研究では二足歩行能力を獲得し

た若齢サルが障害物を設置したトレッドミル上での新し

い歩行課題をどのようなストラテジーを動員して解決す

るのか，その学習過程での歩容の変化を運動力学的に解

析した。高さ 3，5，7cm のブロック状の障害物 1 つを設

置した。第 1，2，4，12 日目の歩容を高速ビデオで撮影

した。第 1 日目の試行ではいずれの高さの障害物にもつ

まずく頻度が高く，姿勢に大きな乱れが生じた。2 日目
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になるとつまずく頻度が減少し，姿勢の乱れも小さくな

った。4，12 日目ではつまずく頻度がさらに減少した。2

日目以降では障害物の出現に備え，予測的に股膝関節を

屈曲させ，足と障害物との間に十分な空間を作ってそれ

を乗り越えた。障害物の認知の元で新たな下肢関節屈曲

ストラテジーを動員してこの歩行課題を解決した。 

 

 

高次液性調節研究部門 

【概要】 

我々は視覚性認知記憶の大脳メカニズムについて研

究を行っている。記憶対象の脳内表現は大脳側頭葉連合

野に貯えられ，側頭葉連合野への各々の入力経路が記憶

形成，想起の過程において独自の機能を果たしていると

の作業仮説の検証を行っている。 

 

 

サル下部側頭葉における連合記憶の順向性情報処理 
 

Yuji Naya, Masatoshi Yoshida 

 Soichi Nagao, Yasushi Miyashita 

 

The macaque inferotemporal (IT) cortex, which serves as 

the storehouse of visual long-term memory, consists of two 

distinct but mutually interconnected areas: area TE (TE) and 

area 36 (A36). In the present study, we tested whether 

memory encoding is put forward at this stage, i.e., whether 

association between the representations of different but 

semantically-linked objects proceeds forward from TE to A36. 

To address this question, we trained monkeys in a 

pair-association memory (PA) task, after which single-unit 

activities were recorded from TE and A36 during PA trials. 

Neurons in both areas showed stimulus-selective cue 

responses (347 in TE, 76 in A36; ‘cue-selective neurons’) that 

provided, at the population level, mnemonic linkage between 

the paired associates. The percentage of neurons whose 

responses to the paired associates were significantly (P < 

0.01) correlated at the single-neuron level (‘pair-coding 

neuron’) dramatically increased from TE (4.9 % of the 

cue-selective neurons) to A36 (33 %). The pair-coding 

neurons in A36 were further separable into Type1 (68 %) and 

Type2 (32 %) based on their initial transient responses after 

cue stimulus presentation. Type1 neurons, but not Type2 

neurons, began to encode association between paired stimuli 

as soon as they exhibited stimulus selectivity. Thus, the 

representation of long-term memory encoded by Type1 

neurons in A36 is likely substantiated without feedback input 

from other higher centers. Therefore, we conclude that 

association between the representations of the paired 

associates proceeds forward at this critical step within IT 

cortex, suggesting selective convergence onto a single A36 

neuron from two TE neurons that encode separate visual 

objects. 

 

 

サル下部側頭葉における連合記憶形成の形態学的基礎 
 

Masatoshi Yoshida, Yuji Naya 

 Soichi Nagao, Yasushi Miyashita 

 

A number of studies have shown that the perirhinal (PRh) cortex, which is part of the medial temporal lobe memory 
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system, plays an important role in declarative long-term 

memory. The PRh cortex contains neurons that represent 

visual long-term memory. The aim of the present study is to 

characterize the anatomical organization of forward projections 

that mediate information flow from visual area TE to memory 

neurons in the PRh cortex. In monkeys performing a visual 

pair-association memory task, we conducted an extensive 

mapping of neuronal responses in anteroventral area TE 

(TEav) and area 36 (A36) of the PRh cortex. Then, three 

retrograde tracers were separately injected into A36 and the 

distribution of retrograde labels in TEav was analyzed. We 

focused on the degree of divergent projections from TEav to 

memory neurons in A36, because the highly divergent nature 

of these forward fiber projections has been implicated in 

memory function. We found that the degree of divergent 

projection to memory neurons in A36 was smaller from the 

TEav neurons selective to learned pictures than from the 

nonselective TEav neurons. This result demonstrates that the 

anatomical difference (the divergence) correlates with the 

physiological difference (selectivity of TEav neurons to the 

learned pictures). Because the physiological difference is 

attributed to whether or not the projections are involved in 

information transmission required for memory neurons in A36, 

it can be speculated that the reduced divergent projection 

resulted from acquisition of visual long-term memory, 

possibly through retraction of the projecting axon collaterals. 

 

 

認知シフト課題遂行中のマカクサル大脳活動の磁気機能画像解析 
 

Kiyoshi Nakahara, Toshihiro Hayashi, Seiki Konishi 

（Department of Physiology, The University of Tokyo School of Medicine） 

Yasushi Miyashita 

 

Functional brain organization of macaque monkeys and 

humans was directly compared by functional magnetic resonance 

imaging. Subjects of both species performed a modified 

Wisconsin Card Sorting Test that required behavioral flexibility 

in the form of cognitive set shifting. Equivalent visual stimuli and 

task sequence were used for the two species. We found transient 

activation related to cognitive set shifting in focal regions of 

prefrontal cortex in both monkeys and humans. These functional 

homologs were located in cytoarchitectonically equivalent 

regions in the posterior part of ventrolateral prefrontal cortex. 

This comparative imaging provides insights into the evolution of 

cognition in primates. 

 

 

 

メタ記憶の神経機構：パラメトリック磁気機能画像解析 
 

Hideyuki Kikyo, Kenichi Ohki 

（Department of Physiology, The University of Tokyo, School of Medicine） 

Yasushi, Miyashita 

 

The "feeling-of-knowing (FOK)" is a subjective sense of 

knowing a word before recalling it, and the FOK provides us 

clues to understanding the mechanisms of human metamemory 

systems.  We investigated neural correlates for the FOK based 

on the recall-judgment-recognition paradigm.  Event-related 

functional magnetic resonance imaging with a parametric 

analysis was used.  We found activations in left dorsolateral, 

left anterior, bilateral inferior, and medial prefrontal cortices 

that significantly increased as the FOK became greater, and 

the activations remained significant even when the potentially 

confounding factor of the response latency was removed.  

Furthermore, we demonstrated that the FOK-region in the 
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right inferior frontal gyrus and a subset of the FOK-region in 

the left inferior frontal gyrus are not recruited for successful 

recall processes, suggesting their particular role in 

metamemory processing. 

 

 

近時記憶の神経機構 
 

Seiki Konishi, Idai Uchida 

（Department of Physiology, The University of Tokyo, School of Medicine） 

T Okuaki, T Machidda, Ichiro Shirouzu（Radiology, Kanto Medical Center NTT EC） 

Yasushi Miyashita 

                    

The prefrontal cortex plays a critical role in recollecting the 

temporal context of past events. The present study employed 

event-related functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

and explored the neural correlates of temporal-order retrieval 

during a recency judgment paradigm. In this paradigm, after 

study of a list of words presented sequentially, subjects were 

presented with two of the studied words simultaneously and 

were asked which of the two words was studied more recently. 

Two types of such retrieval trials with varied (high and low) 

levels of demand for temporal-order retrieval were intermixed 

and compared using event-related fMRI. The intra-paradigm 

comparison of high versus low demand trials revealed brain 

regions whose activation was modulated on the basis of 

demand for temporal-order retrieval. Multiple lateral 

prefrontal regions including the middle and inferior lateral 

prefrontal cortex were prominently activated. Activation was 

also observed in the anterior prefrontal cortex and the medial 

temporal cortex, regions well documented to be related to 

memory retrieval in general. The modulation of brain activity 

in these regions suggests a detailed pathway that is engaged 

during recency judgment. 

 

 

認知シフトにおけるヒト前頭前野の半球間非対称性 
 

Seiki Konishi, Toshihiro Hayashi, Idai Uchida, Hideyuki Kikyo, Emi Takahashi 

（Department of Physiology, The University of Tokyo, School of Medicine） 

Yasushi Miyashita 

 

Functional organization of human cerebral hemispheres is 

asym-metrically specialized, most typically along a 

verbal-nonverbal axis. In this event-related functional MRI 

study, we report another example of the asymmetrical 

specialization. Set-shifting paradigms derived from the 

Wisconsin card-sorting test were used, where subjects update 

one behavior to another on the basis of environmental feedback. 

The cognitive requirements constituting the paradigms were 

decomposed into two components according to temporal stages 

of task events. Double dissociation of the component brain 

activity was found in the three bilateral pairs of regions in the 

lateral frontal cortex, the right regions being activated during 

exposure to negative feedback and the corresponding left 

regions being activated during updating of behavior, to suggest 

that both hemispheres contribute to cognitive set shifting but in 

different ways. The asymmetrical hemispheric specialization 

within the same paradigms further implies an inter-hemispheric 

interaction of these task components that achieve a common 

goal.
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大脳皮質機能研究系 
脳形態解析研究部門 

【概要】 

脳形態解析部門では，神経細胞やグリア細胞の細胞膜

上に存在する伝達物質受容体やチャネルなどの機能分子

の局在や動態を観察することから，シナプス，神経回路，

システム，個体行動の各レベルにおけるこれらの分子の

機能，役割を分子生物学的，形態学的および生理学的方

法を総合して解析する。特に，各レベルや方法論のギャ

ップを埋めることによって脳の機能の独創的な理解を目

指す。 

具体的な研究テーマとしては，1) グルタミン酸受容体

および GABA 受容体と各種チャネル分子の脳における

電子顕微鏡的局在，共存と機能との関係を解析する。2) 

これらの分子の発達過程や記憶，学習の基礎となる可塑

的変化に伴う動きを可視化し，その制御メカニズムと機

能的意義を探る。3) 中脳辺縁系，前脳基底核等の情動行

動に関与する脳内部位とこれらから大脳皮質への出力機

構についてシナプス伝達機構および生理活性物質による

その修飾機構を電気生理学的手法を用いて解析し，それ

らの分子的基盤を明らかにする。4) 脊髄視床路ニューロ

ン活動性の調節とその侵害刺激受容機構における意義を

解明する。 

 

 

グルタミン酸受容体の定量的解析 
 

馬杉美和子，萩原明，足澤悦子，深澤有吾，重本隆一 

 

脳内における主要な興奮性伝達物質であるグルタミ

ン酸には，イオンチャネル型の AMPA 受容体，NMDA

受容体，Kainate 受容体と G 蛋白共役型の代謝調節型グ

ルタミン酸受容体が存在する。我々は，従来の免疫電子

顕微鏡法や新たに開発したレプリカ標識法により，グル

タミン酸受容体各サブタイプの局在を高解像度で定量的

に解析している。レプリカ標識法を用いた AMPA 受容体

の解析では，小脳の登上線維―プルキンエ細胞間シナプ

スなどにおいて平方ミクロンあたり 1000 個を超える金

粒子の標識を達成し，従来法に比べ桁違いの高感度と 2

次元的な可視化を実現した。今後は，異なるシナプス間

や可塑性を発現したシナプスでの受容体の密度変化や分

布の変化を解析し，分子形態からの神経伝達調節機構の

理解を目指す。 

 

 

GABAB受容体やイオンチャネルの脳内局在と機能解析 
 

Akos Kulik，萩原明，深澤有吾，重本隆一 

 

脳内における主要な抑制性伝達物質である GABA に

は，イオンチャネル型の GABAA受容体と G 蛋白共役型

の GABAB 受容体が存在する。我々は，免疫電子顕微鏡

法により GABAB受容体が小脳では GABA 作動性シナプ

スではなく，興奮性のグルタミン酸作動性シナプスの周

囲により集積していることや，視床においてはいずれの

シナプスとも強い関連なく広範に分布しているが，

GABA 作動性シナプス周囲により密度が高いことなどを

報告した。これらの結果は，GABAB受容体が脳の部位に

より異なる役割を持っていることを示唆している。その

後，GABAB受容体とその効果器分子であるカルシウムチ

ャネルやカリウムチャネルとの位置関係を調べており，

さらに GABAB 受容体の機能調節機構や脳における役割

の解明を目指す。 
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HCN channel の脳内局在の解析 
 

納富拓也，重本隆一 

 

Hyperpolarization Cyclic Nucleotide-gated (HCN) チャネ

ルは神経の発火周期に深く関与していると考えられてい

る。現在，HCN1 から 4 までのチャネル遺伝子がクロー

ニングされている。本研究では HCN チャネルに特異的

な抗体を作製し，光学顕微鏡・電子顕微鏡レベルでの局

在分布を検討している。各 HCN チャネルは，それぞれ

特異的な脳内分布を示し，軸索終末，細胞体，樹状突起

などに多様な免疫陽性像が認められた。HCN1 と HCN2

については，大脳皮質および海馬において錐体細胞の特

に遠位の樹状突起に強い陽性像が認められ，電気生理学

的に報告されている所見に呼応している。今後は，さら

に電子顕微鏡的な観察をすすめ，シナプスや各種電位依

存性チャネルとの位置関係を解析し，HCN チャネルによ

る神経細胞の活動性調節機構を探る。

 

 

シナプス前ドーパミン D2 型受容体とカルシウムチャネルサブタイプとの選択的共役 
 

籾山俊彦 

 

黒質－線条体系は大脳基底核を構成する代表的は回路

であり，運動調節に関与することが知られている。線条

体のアセチルコリン性ニューロンは介在ニューロンであ

り，大脳基底核におけるアセチルコリンの主たる供給源

である。このニューロンは，線条体内の GABA 性中型有

棘ニューロンから GABA 性線維入力を受けるとともに，

黒質緻密部からのドーパミン性入力を受けている。これ

までの臨床医学的研究によれば，線条体におけるドーパ

ミンとアセチルコリンのバランスが，運動機能を制御，

維持する上で重要であり，このバランスの崩れとパーキ

ンソン病等の大脳基底核関連疾患が密接に関連している

ことが示唆されている。線条体のアセチルコリン性ニュ

ーロンの D1 タイプドーパミン受容体活性化により，同

ニューロンが興奮することが知られているが同ニューロ

ンへのシナプス伝達におけるドーパミンの機能はこれま

で不明であった。籾山は 近，線条体アセチルコリン性

ニューロンから記録した GABA 性抑制性シナプス後電

流 (IPSC) が，シナプス前 D2 タイプ受容体を介して抑制

されること，そしてその抑制機構は，シナプス前終末の

N 型カルシウムチャネルを選択的に遮断することによる

カルシウム流入阻害である，ということを見出した。 

中枢神経系のシナプス伝達には複数種のカルシウムチ

ャネルが関与しているが，いくつかのシナプスでは，生

後 2 週位までに，N 型チャネルの関与が消失して，P/Q

型のみが関与するようになることがラットを用いた研究

により報告されている。したがって，たとえば上記疾患

と発達・老化との関連を考慮すると，線条体シナプスに

おけるN型チャネル関与の生後発達変化およびそれに伴

う D2 タイプ受容体の機能変化は重要な問題と考えられ

る。この点を上記線条体シナプスにおいて検討したとこ

ろ，生後 60 日位までに N 型チャネルの関与徐々に減少

するが，完全には消失しないこと，また，N 型チャネル

の関与の減少に伴って，D2 タイプ受容体を介する抑制の

程度も減少することを見出した。 

次いで，このようなシナプス前 D2 タイプ受容体と N

型チャネルとの選択的共役がアセチルコリン性ニューロ

ンへのシナプス終末に特異的なものなのか，あるいは線

条体シナプス終末に普遍的なものなのか，という疑問が

生じる。この点を解明する目的で，線条体ニューロンの

大多数を占める中型有刺ニューロンへの GABA 性シナ

プス終末におけるドーパミン受容体とカルシウムチャネ

ルサブタイプとの共役について電気生理学的および形態

学的解析を進めている。 
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ラット脊髄視床路ニューロン活動性の解析 
籾山明子 

 

末梢組織から脊髄へ入力された侵害信号出力は脊髄視

床路ニューロン軸策から上位中枢である視床の中継核へ

送られる。視床の VPL 核に蛍光ラテックスビーズを注入

することによって，脊髄視床路ニューロンを逆行性に標

識し，腰髄スライス標本においてこれを同定してパッチ

クランプ記録を行った。脊髄視床路ニューロンの細胞内

通電による発火特性は adaptation を伴う規則的な発火パ

ターンを示した。また脊髄視床路ニューロンには HCN

チャネル活性がみられ，これが EPSP や IPSP の入力に引

き続くダイナミックな膜電位変化に貢献していることが

示唆された。さらに，EPSP の低頻度繰り返し刺激を行う

と，脊髄視床路ニューロンの興奮性が次第に増強し，誘

発されるスパイク数が増加する，いわゆる wind-up が観

察され，これは NMDA 受容体のブロッカーの投与によ

って抑制された。wind-up の詳しい発生機構について，

現在検討中である。

 

 

大脳神経回路論研究部門 

【概要】 

大脳皮質の各領域は，基本的に同じ構成の回路を入出

力の違いに応じて変えることで，柔軟で多様な情報処理

をしている。皮質はコラムとよばれる基本単位からでき

ていると考えられているが，その内部回路についてはあ

まり解明されていない。私たちはこれまでに，前頭皮質

や，それが投射する線条体のニューロンを，軸索投射・

発火・物質発現パターンからいくつかのグループに分類

し，それらの生理的性質・神経結合・伝達物質作用など

を解析してきた。その結果，局所回路の基本的構成を定

性的には明らかにすることができた。今後は，皮質の各

ニューロンタイプ間の神経結合選択性を解剖学的・生理

学的手法を組み合わせて定量的に調べることで，皮質ニ

ューロンの多様性の意味，各ニューロンタイプの役割，

特異的神経結合の必然性を理解することと，皮質から線

条体に信号を送る錐体細胞の活動がどのように決められ

ているのかを明らかにすることを目標にしている。本年

度は，線条体へ投射する錐体細胞への入力解析，GABA

細胞サブタイプの軸索分布の定量化やカルレチニン陽性

終末の形態的同定を進めた。 

 

 

大脳皮質のカルレチニンと VIP 陽性神経終末の構造 
 

窪田芳之, 川口泰雄 

 

 

大脳皮質の非錐体細胞は少なくとも十種類以上のサブ

タイプに分類できる。これらは，それらが含有する神経

化学物質の違いにより分類すると，大きく 3 つのサブグ

ループに分ける事ができる。この中で，VIP もしくはカ

ルレチニンを含有するサブグループが知られている。そ

れらの神経終末の構造を電子顕微鏡を使って検討した。

VIP 陽性神経終末は，対称性のシナプス膜の肥厚を示し

ており，ターゲットは樹状突起，棘突起とわずかに細胞

体であった。また，カルレチニン陽性神経終末は大半が

非対象性であり，わずかに対称性の膜の肥厚を示すもの

があった。ターゲットは，樹状突起，棘突起とわずかに

細胞体であった。通常非対称性のシナプスは興奮性であ

る事から，これらのカルレチニン陽性神経終末は，非錐

体細胞以外の細胞由来の可能性が高い。従って，glutamate 

作働性の神経終末のマーカーである，vesicular glutamate 

transporter 1，2 (VGluT1, VgluT2)を使って 2 重染色を試

みた。結果，視床由来の glutamate 作働性神経の終末に存

在する事が証明されている VgluT2 とカルレチニンの共
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存が認められた事から，大脳皮質に存在する非対象性の

膜の肥厚をもつカルレチニン陽性神経終末の由来は，視

床であることが示唆された。 

 

 

皮質-線条体細胞への抑制性入力の解析 
 

根東 覚, 川口泰雄 
 
 

線条体は，前頭皮質領域から強い興奮性の入力を受け

その活動が制御されている。これら皮質から線条体へ出

力を送る細胞の活動が皮質内でどのように形成されるか

は非常に興味深い。本課題では線条体に逆行性のトレー

サーを予め注入したラットから，スライス標本を作製し

パッチクランプ法により，投射細胞と抑制性介在細胞の

2 細胞同時記録を行い神経結合を調べた。脱分極性の通

電に対して高頻度の発火を示すタイプの抑制性細胞（FS

細胞）は，細胞の興奮性に比較的強い影響を与えると考

えられるので，まずこれについて調べた。抑制性シナプ

ス電流の振幅には平均 3pA から 100pA までばらつきが

見られ，短時間反復刺激に対しては，減退を示した。電

気生理の記録の後，細胞内染色を行い記録細胞の再構成

を行うと，投射細胞上において，神経結合の部位選択性

が見られる傾向があった。シナプス電流の振幅の大きさ

と神経結合の仕方には距離的な相関が観察された。 

 

 

大脳皮質 GABA 細胞の形態的特質の定量化 
 

苅部冬紀, 川口泰雄 
 

大脳皮質介在ニューロンは，生理的・形態的・化学的

性質からいくつかのグループに分けられると考えている。

しかし，これとは異なる考え方も提唱されている。本研

究では，先ず，軸索ブトンがシナプス結合を作っている

のを確認した後で，発火様式とペプチドなどの発現を同

定した介在ニューロンの形態的特徴を定量化した。得ら

れた形態的パラメーターと生理的性質から，介在ニュー

ロンをバスケット細胞を含む 5 つの形態的クラスに分類

した。バスケット細胞はさらに複数のグループに分ける

ことができた。この分類は，免疫組織化学的なものによ

く対応していた。サブタイプに分ける主な因子は，軸索

分枝頻度，細胞体に付く軸索ブトンの割合，白質側にあ

る軸索ブトンの割合であった。今後は，皮質細胞の軸索

の伸長・分枝の仕方や，それに沿ってのシナプスブトン

の作り方をサブタイプごとに定量的に調べていく予定で

ある。 

 

 

心理生理学研究部門 

【概要】 

PET や機能的 MRI など人間を対象とした非侵襲的脳

機能画像と，電気生理学的手法を組み合わせて，短期お

よび長期の学習に伴う脳の可塑的変化，高次脳機能の加

齢変化と脳における代償機構の関連を明らかにすること

を目的としている。感覚脱失における可塑的変化から派

生して，異種感覚統合の脳内機構の解明を目指とともに，

言語処理から認知機能にわたる幅広い研究を行った｡ 
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聴覚脱失による脳の可塑的変化 
 

定藤規弘（心理生理学研究部門） 

 

聴覚脱失によりどのような可塑的変化が起こるかを，

機能的 MRI を用いて調べた｡課題として，手話，読唇，

指文字を用いた。聴覚障害者においては，健聴者におい

て読唇により賦活した両側聴覚連合野が，手話により賦

活されることが示された｡さらに，中上側頭溝での賦活に

年齢依存性があることが判明した。すなわち手話を見て

いる間，中上側頭溝は，晩期失聴者に比較して早期失聴

においてより強い賦活がみられた。これは聴覚及び視覚

入力を受ける多感覚領域である中上側頭溝において，早

期失聴により両入力の拮抗的バランスが視覚入力に傾き，

健聴者において読唇の際にのみ起こる後および中上側頭

溝の協調的活動が，biological motion を伴う手話を理解す

る際に強調されるものと考えられた｡（福井医科大学，福

井大学との共同研究）。 

 

 

読唇における視覚・触覚統合の解析 
 

斎藤大輔，定藤規弘（心理生理学研究部門） 

 

顔面から発生するさまざまな信号を受け取るために，

視聴覚統合は重要な役割を担う。読唇における視覚・聴

覚統合の神経回路を同定するため，機能的 MRI を施行し

た｡聴覚課題として母音弁別，視覚課題として母音を発声

する際の口の動きの弁別を作成した。聴覚･聴覚，および

視覚・視覚の弁別課題においては，それぞれ聴覚領域お

よび視覚領域の賦活が見られた。一方聴覚･視覚間での弁

別においては，前二者と比較して，後部頭頂間溝及び背

側運動前野が両側性に賦活された。このことから後部頭

頂間溝及び背側運動前野が視覚・聴覚統合に何らかの役

割を果たしていることが示唆された。 

 

 

 

卓越した計算能力の基盤となる非言語性情報処理戦略の神経基盤 
 

本田 学 

田中悟志 

道又 爾（上智大学） 

 

そろばんの熟達者では，当初，視覚運動制御によって

高度な計算能力を獲得するが，視覚運動制御のプロセス

を潜在化させていくことにより，実際にそろばんを用い

ることなく暗算で高度な計算能力を示すようになる。一

般の人間が視覚的に呈示される数字を記憶する時には，

言語的なリソースを使用していることを反映して，左半

球を中心とする言語野が強く賦活されるのに対して，そ

ろばん熟達者が同様の課題を遂行するときには，そろば

んの空間パターンのイメージとして記憶することを反映

して，両半球の運動前野ならびに頭頂葉に対称性の活動

が認められることを明らかにした。このことは，実世界

に存在する道具を脳内にインストールし，それをもちい

た非言語性の情報処理によって抽象的な表象操作を行う

ことが，卓越した能力の発揮に結びついていることを示

唆している。 
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異なる運動関連領野が思考におよぼす特異的役割の検討 
 

本田 学 

花川 隆（京都大学） 

 

高次運動皮質である運動前野の機能が大脳半球外側面

に存在する外側運動前野と，大脳半球間隙に存在する

（前）補足運動野とで異なっており，内側運動前野は基本

的に一次元情報を逐次的に直列処理するのに対して，外

側運動前野は多次元情報を同時に並列処理をするとの仮

説に基づき，言語，空間，数という異なる表象について，

同一の聴覚刺激を用いて逐次的オペレーションを行った

ときの活動を機能的磁気共鳴画像をもちいて検討した。

その結果，逐次的な処理をおこなう三つの課題すべてに

おいて，前補足運動野に強い活動を認めたのに対して，

空間的な表象の操作を行うときにのみ，両側の外側運動

前野が強く反応することを見いだした。この結果は，内

側運動前野が逐次的連続的な操作に重要な役割を果たし

ているのに対して，外側運動前野の活動は，操作の内容

よりもむしろ表象の種類に依存することを示唆している。 

 

 

健常者における憑依トランスの発現メカニズム 
 

本田 学 

河合徳枝（筑波大学） 

中村 聡（科学技術振興事業団） 

大橋 力（千葉工業大学） 

 

世界中のさまざまな文化圏に共通して観察される健常

者の憑依トランスでは，憑依者の意識，感覚，行動に著

しい一時的な変容が観察されるが，その神経生理学的基

盤についての検討はほとんど未着手である。その一因と

して，本来の自然な誘導条件下で惹起される憑依トラン

スの被験者から，生理的指標を計測することが著しく困

難であることがあげられる。私たちは，自発脳波をフィ

ールド条件下で計測する手法を開発し，インドネシア・

バリ島の祝祭芸能の中で発生する健常者の憑依トランス

状態を対象とした計測に成功した。憑依トランスを呈し

た被験者では，それを呈さず同様の運動のみを行った被

験者に比較して，憑依トランス中に自発脳波の後頭部ア

ルファ帯域成分のパワーの有意な増大が観察された。一

方，憑依トランスによってカタレプシー様の様態を呈し

ている 中には，てんかん性放電などは観察されなかっ

た。これらの知見は，ドラスティックな様態を呈する憑

依トランスにおいても，その脳波知見は，座禅やメディ

テーションなどの静的なトランスに近いことが明らかに

なった。 

 

 

非可聴域超高周波成分による聴覚受容モジュレーション機構の検討 
 

本田 学 

中村 聡（科学技術振興事業団） 

仁科エミ（メディア教育開発センター） 

大橋 力（千葉工業大学） 

 

ポジトロン断層撮像法をもちいて非可聴域超高周波成 分を豊富に含む音を聴取時，同じ音源から超高周波成分
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を除去した音を聴取時，暗騒音（ベースライン）時の脳

血流を計測し，そのデータに含まれる互いに相関をもっ

た変動成分を主成分分析により抽出した。その結果，第

一成分として両側聴覚野を含む成分，第二成分として視

床，視床下部，脳幹を含む成分が抽出された。第二成分

の条件による変動パターンは，超高周波成分を含むとき

に高く，含まないときにはベースライン条件よりも低下

していた。また超高周波成分を含む音の聴取時には，免

疫活性を示す血中 NK 細胞活性が上昇していた。これら

の知見は，非可域超高周波成分による相互作用効果が，

免疫系への影響を与えうる視床下部を含む脳深部の神経

組織を介して発現することを示唆する。 

 

 

乗法型変調非線形自己回帰モデルをもちいた大脳皮質－筋肉間機能連関の検討 
 

本田 学 

加藤比呂子（NTT コミュニケーション科学基礎研究所） 

 

昨今の医療技術の発達に伴い，様々な生体信号を収録

することが可能になった。それらの信号は従来個々に分

析されることが多かったが，生体内の組織は互いに相互

関係をもって機能していることから，生体系そのものを

閉じた系と考えた場合，異なる生体組織から記録された

データ間の相互関係を探れれば，系のダイナミクスを数

理的に示せ，臨床的知見と併せた総括的な生体系の計算

理論へ発展し得ることが期待される。時系列モデルによ

る非線形的なデータ相互間の一解析手法として，外生変

数が説明変数の振動特性の部分に直接影響を及ぼすモデ

ル  (Multiplicatively modulated exponential (mmExpAR) 

model) を提案し，大脳皮質－筋肉間の機能連関解析に適

用した。その結果，大脳皮質電位を外生変数として筋電

位の自己相関係数に対して乗法型変調をかけることによ

り，筋電位の推定誤差が減少することを明らかにした。

また皮質表面の陰性電位が増大するときに，表面筋電図

の高周波成分のパワー増加が観察された。この手法は，

シナプス後電位と活動電位の間の機能連関を探る手法と

して今後の応用が期待される。

 

 

MRI 撮像音強度の変化に伴う聴覚野血流反応時間の加齢性変化 
 

岡田知久，本田 学，定藤規弘 
 

これまで脳賦活による血流増加時間は加齢に伴い，視

覚野ではより速くなるのに対して，感覚運動野では有意

な変化はないと報告されているが，聴覚野に関しては明

らかにされていない。われわれは昨年度の研究で一次聴

覚野は新たな刺激入力が生じた場合のみでなく，それが

減少した場合にも，定常状態よりも大きな賦活があるこ

とを示した。この手法は常に一定の強さの聴覚刺激を正

確なタイミングで与えることが出来る。これを用いて，

53 人の被験者（年齢：18-73 歳）に対して撮像音強度を

変化させる刺激を与えて，聴覚野における血流反応の加

齢性変化を検討した。血流反応の大きさについては年齢

による有意な増大・減少傾向は認められなかったが，血

流反応が 大となる時間は加齢とともに延長しているこ

とが判明した。
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統合生理研究施設 
高次脳機能研究プロジェクト 

【概要】 

2002 年度は部門創設時からのメンバーであった小林

康助手が大阪大学生命機能研究科助教授に昇任，転出し，

佐々木千香技官も組織改変にともなって動物実験センタ

ーに異動した。これで 1996 年に伊佐が赴任した当初のメ

ンバーは全員が入れ替わったことになる。小林助手に代

わって遠藤利朗非常勤研究員が助手に着任し，佐々木技

官に代わって生体システム研究部門から森将浩技官が加

わり，高次液性部門で技術補助をしていた柴田愁子さん

に宮下客員教授の任期終了とともに異動していただいた。

また 2001 年度に着任していた関和彦助手が本格的に活

動を開始するなど，2002 年度は人的に研究室の大きな転

換期であったといえる。研究内容の面では，従来の中心

的なテーマであった眼球のサッケード運動系の研究につ

いて，まずサルを用いた慢性実験は大学院生の渡邊雅之

君が小林助手の実験を引き継ぎ，スライスを用いた上丘

局所神経回路の研究は遠藤助手と名古屋大学から受託大

学院生として加わった李鳳霞さんが続行した。一方大学

院生の実験系も展開をはじめた。坂谷智也君は覚醒マウ

スの眼球サッケード運動系を定量的に解析するシステム

を完成させ，上丘のマップ構造を解析し，勝田秀行君は

麻酔下のラットで上丘の局所神経回路を電気生理学的に

解析した。さらに 2000 年以来 Human frontier Science 

Program から助成を受けている，霊長類の脊髄介在ニュ

ーロン系の運動制御に対する寄与を明らかにする研究に

ついてはスウェーデン・ウメオ大学の Alstermark 教授が

6-7 月に来日し，サルを用いた急性電気生理実験と慢性

脊髄損傷実験を精力的に行なった。その成果の一部を報

告するため，7 月の日本神経科学学会大会では「脊髄介

在ニューロン系に関する新しい展開」と題するシンポジ

ウムを主催した。

 

 

ラット上丘における浅層-中間層投射の解析 
 

勝田秀行，伊佐 正 

 

イソフルレン麻酔下，非動化した Wistar rat において視

神経を電気刺激し，それに対するフィールド電位応答を

反対側の上丘において記録した。通常 500µA 以下程度の

弱い刺激では視神経を構成する線維のうちY線維のみが

刺激され，それ以上の刺激強度では W 線維も活性化され

た。これまでの Fukuda ら (1977) の報告どおり，通常 Y

線維は上丘浅層の比較的深い部分にシナプス結合するこ

とで陰性フィールド電位を形成し，W 線維は も浅い部

分にシナプス入力する。そしていずれも連発刺激をおこ

なっても，中間層より深い部分には陰性フィールド電位

をほとんど誘発しなかった。そして bicuculline 10mM を

1µl 上丘中間層に注入すると，中間層から深層において

数百ミリ秒から 1 秒以上持続する顕著な陰性電位が誘発

されるようになった。この電位は Y 線維のみが刺激され

る強度でも連発刺激を行なうことで誘発できた。この長

時間持続する陰性フィールド電位は同側の大脳皮質を完

全に除去しても残ったことから，皮質下の構造，特に上

丘浅層を介して中間・深層に伝えられた興奮性入力によ

って誘発されるものと考えられた。そしてさらに NMDA

型グルタミン酸受容体の拮抗薬である APV 50 mM 1 µl

を注入することで消失した。以上の結果は成熟ラットの

個体レベルにおいてもこれまでの幼弱ラットのスライス

標本で示されたのと同様に (Isa et al. 1998)，上丘浅層か

ら中間・深層にいたる興奮性伝達経路が存在し，

bicuculline によって GABAA 受容体を介する抑制を解除

した状況で NMDA 受容体依存性に強い興奮が中間・深

層に誘発されることを示している。
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ラットの皮質脊髄路から上肢筋運動ニューロンへの興奮伝達経路 
 

Bror Alstermark, Jun Ogawa（スウェーデン・ウメオ大学生理学） 

伊佐 正 

 

αクロラロース麻酔，非動化した Wistar rat において上

肢筋運動ニューロンより細胞内記録を行い，反対側延髄

錐体の電気刺激効果を解析した。その結果，延髄錐体の

電気刺激は潜時 2ms 程度の早い EPSP と潜時 3-5ms 程度

のゆっくりした EPSP を誘発させることが明らかになっ

た。そして早い EPSP は 2 シナプス性であって，一部の

報告にあるような単シナプス性の結合は見出されなかっ

たことからラットにおいては皮質脊髄路細胞は上肢筋運

動ニューロンと単シナプス性結合はしないことが明らか

になった。そしてこの 2 シナプス性の EPSP 及び遅い

EPSP 成分が脳幹，脊髄のどの部分の介在ニューロンを会

して誘発されるのかを解析した。すると，脊髄後索を切

断することで，C2 レベルで皮質脊髄路を切断しても早い

EPSP 成分は残ったことからこれらは脳幹の網様体脊髄

路細胞を介することが明らかになった。そして網様体脊

髄路細胞や脊髄固有細胞の軸索が通過する側索と前索を

C2 レベルで切断すると早い EPSP 成分は消失し，遅い成

分のみとなった。この遅い成分はほとんどが 3 シナプス

性以上の成分であると考えられた。以上の結果から，皮

質脊髄路から上肢筋運動ニューロンにいたる 短の経路

は網様体脊髄路細胞を介する 2 シナプス性の経路であり，

それに加えて脊髄介在ニューロンを経路を介する 3 シナ

プス性以上の経路が遅い EPSP 成分を誘発させることが

明らかになった。

 

 

霊長類大脳皮質―脊髄介在ニューロン投射について 
 

大木 紫（杏林大学生理学），Bror Alstermark（スウェーデン，ウメオ大学生理学） 

関 和彦，伊佐 正 

 

αクロラロース麻酔，非動化したマカクザル（ニホン

ザル 3 頭，アカゲザル 2 頭）において上肢筋運動ニュー

ロンから細胞内記録を行ない，反対側の一次運動野，運

動前野，補足運動野，帯状回皮質の電気刺激効果を解析

した。一次運動野，運動前野においては銀ボール電極に

よる表面の刺激を行い，補足運動野，帯状回皮質はタン

グステン電極を刺入して刺激を行なったところ，単シナ

プス性の EPSP は一次運動野に限局して誘発された。そ

して静脈内にストリキニン 0.1 mg/kg を注入すると運動

前野，補足運動野，帯状回皮質などから潜時 5-7 ミリ秒

程度の長い EPSP が誘発されるようになった。次に運動

ニューロンに皮質脊髄路からの入力を伝達することが知

られている脊髄介在ニューロンの存在するC3-C4髄節の

中間帯の介在ニューロンから記録を行なったところ，一

部のニューロンにおいて腹側運動前野の電気刺激によっ

て単シナプス性の EPSP が誘発された。以上の結果は霊

長類において一次運動野以外の皮質から脊髄固有ニュー

ロン系を介して上肢筋運動ニューロンにいたる経路が存

在していることを示唆する。 
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霊長類の頚髄 C5 レベルにおける皮質脊髄路の切断が手指の運動に与える影響について 
 
Bror Alstermark（スウェーデン，ウメオ大学生理学） 

Lars-Gunnar Pettersson （スウェーデン，イェテボリ大学） 

佐々木成人（東京都神経研） 

関 和彦，伊佐 正 

 

我々はマカクザルにおいて，皮質脊髄路から直接運動

ニューロンに結合する経路に加えて，頚髄 C3-C4 髄節に

存在する脊髄固有ニューロンを介する 2 シナプス性の経

路が存在することを明らかにしてきた。今回，この脊髄

介在ニューロンを介する2シナプス性の経路が運動にど

のように寄与し得るかを明らかにするため，皮質脊髄路

から運動ニューロンにいたる直接経路を脊髄レベルで切

断し，介在ニューロンを介する経路のみを残したときの

運動を解析した。ニホンザル 2 頭をモンキーチェアに座

らせ，サルの正面に設置された直径 3 センチのチューブ

からサツマイモのかけらを繰り返し提示し，それを親指

と第二指で把持する運動課題を訓練した。訓練終了後，

外科的手術によって C5 レベルで脊髄側索背側部を切断

し，切断直後から同様な運動課題を行わせた。その結果

手術後 1-3 週間の経過で手指を用いた器用な運動機能の

回復が認められた。この事は脊髄介在ニューロンに対し

て適切な入力が入れば，直接経路が存在しなくても個々

の指を別々に動かすような器用な手指の運動が可能であ

ることを示唆している。 

 

 

感覚・運動機能研究プロジェクト 

【概要】 

本研究室では，脳波（EEG）と脳磁図（MEG）を用い

て，人間の脳機能の研究を行なっている。2002 年度の

大のトピックスは，2001 年度の概算要求で認められた新

しい脳磁場計測装置（脳磁計）が稼動を開始したことで

ある。これは頭部全体を覆うタイプ（全頭型）であり，

306 個のセンサーを用いて詳細に脳機能を解析する事が

可能である。この脳磁計を用いた研究論文が既に数編完

成している。 

1991 年に導入された脳磁計は，当時としては世界 新

鋭のものであったが，既に導入後 10 年以上が経過してお

り，現在は も古いタイプの機器となってしまった。技

官諸君の注意深い維持により，現在でも現役の機器とし

て活躍しているが，全頭型ではないため，1 回の測定で

は記録できない部分があり， 近はそれを理由にして論

文が採択されない事がおこってきていた。理不尽とは思

うが近年の非侵襲的脳機能研究の急速な進歩を考慮すれ

ば仕方の無い部分もある。しかし，古い脳磁計のコイル

は軸型，新しい脳磁計のコイルは平面型であり，各々一

長一短がある。実際，研究対象によっては軸型コイルの

方が優れている領域もあり，現在は 2 台の機器を用途に

よって使い分けている。 

また，2001 年度に導入された機能的磁気共鳴画像

（fMRI）（心理生理部門の管轄）を用いた研究も徐々に開

始しており，今後はさらに MEG と fMRI の両方を用いた

研究が増加していくものと考えられる。空間分解能に優

れた fMRIと時間分解能に優れたMEGの各々の長所を生

かした研究が今後は重要と考えている。 

本研究室の特徴である「幅広い領域，分野の研究」は

2002 年度も継続しており，体性感覚，痛覚，聴覚，視覚

などの各種感覚刺激に対する誘発反応の研究を行なって

いる。体性感覚では第 1 次および第 2 次感覚野での反応

の詳細な研究を行なっている。痛覚では，従来は記録不

可能と考えられていた無髄C線維刺激による脳反応の研

究を進めている。これは second pain に関連するものと考

えられており，将来の研究の発展に期待がかかっている。

また乾幸二助手が開発した表皮内電気刺激法は，簡便な

方法であり，しかも被験者の負担が少ないという大きな

長所を有しており，高い注目を集めている。聴覚系では，

カナダのトロントのPantev教授との共同研究を推進して

おり，本研究室から数名の研究者が留学しており徐々に
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成果が現れつつある。視覚系では，金桶吉起助教授のグ

ループの「運動視」に関する研究成果が着実に成果を上

げており，特に運動のスピードと脳反応との明瞭な相関

関係が示された事は特筆すべき成果である。また「顔認

知」の研究では，他者の視線方向の変化による脳反応の

相違を明らかにした。また，心理学で以前より知られて

いた「倒立顔効果」の脳内機序を明確にすることに成功

した。

 

 

視覚性運動速度検出の脳磁場と機能的磁気共鳴画像による研究 
 

金桶吉起，川上 治，丸山幸一，柿木隆介 

定籐規弘，岡田智久 

米倉義晴（福井医科大学） 

 

ヒトは早く動いている物にはより速く反応することが

できる。しかしこのメカニズムはかならずしも明確では

ない。我々はレーザー光の光点が一定の速度で運動をす

るときその運動開始に誘発される脳磁場反応を測定し，

その反応特性をヒトの反応時間と比較，検討した。また，

同じ刺激に対する脳活動の局在を機能的磁気共鳴画像に

て検討した。脳磁場反応の潜時は速度に逆比例し，振幅

は比例した。これらの変化は刺激提示時間や運動距離に

よらず運動速度そのものによって起きていることがわか

った。 また，このような速度による変化は 10ms の提

示時間で十分起きることがわかった。反応の信号源はい

つもヒト MT+付近に推定され，機能的磁気共鳴画像との

一致を見た。反応時間も速度に逆比例したが，脳磁場反

応の潜時変化では説明できなかった。これは脳の情報処

理過程が段階的に進むのでなく，視覚系の情報処理速度

が認知，運動系の情報処理過程に影響を及ぼしているこ

とを示す。（Human Brain Mapping 16, 104-118, 2002） 

 

 

ランダムドット運動に誘発される脳磁場反応 
 

金桶吉起，丸山幸一，柿木隆介 

 

ランダムに散りばめられたドットが速さは同じだが方

向はまったくランダムに動いている状態で，その数％の

ドットが一方向に動いているとき，ヒトはその方向を検

出することができる。これはヒト視覚系が広い視野内で

運動方向の情報を集めて統合するメカニズムを持ってい

るからであると考えられる。では，方向がランダムで全

体に方向ベクトルがゼロであるときには，このような空

間的な統合は行われないのであろうか？ 我々は，100％

同じ方向に動くランダムドットの運動と，全てランダム

な方向に動く運動刺激に対する脳磁場反応を測定して，

比較検討した。いずれの刺激も，ドットの運動速度に反

比例して反応潜時が変化し，その信号源はいつも MT+付

近にあった。これは，ヒト視覚系が運動方向のみならず，

運動速度の情報も空間的に統合しうることを示唆してお

り，現在進行している研究においても支持するデータが

でている。（Neuroscience Research 44, 195-205, 2002）
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The voice-specific process revealed by neuromagnetic responses. 
 

軍司敦子 

Daniel Levy (The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel) 

石井良平（大阪大学大学院医学系研究科） 

柿木隆介 

Christo Pantev (The Rotman Research Institute for Neuroscience, Toronto, Canada) 

 

ヒトの声受容に関する特異的な脳活動について，MEG

を用いて検討した．健常成人 11 名を対象に，基本周波数，

持続時間や強度が等しく統制された①ヒトの声や②楽器

音を聴取しているときの聴覚誘発脳磁場  (Auditory 

Evoked magnetic Field: AEF) 反応を記録した。どちらの音

に対しても，刺激音呈示後 100 ms で頂点を示す N1m 成

分とそれに続く SF (sustained field) 成分とが出現し，そ

れらの発生源は左右半球の Heschl's 回に推定された。

N1m 成分の発生源における活動は刺激間に有意差は認

められなかったが，SF 成分では楽器音よりもヒトの声に

対してより大きな活動が認められた。(Proceedings of the 

13th International Conference on Biomagnetism. 2002. 

pp.68-70.) 

 
 
 

C 線維を上行する信号による大脳活動：脳磁図による研究 
 

TD Tran，乾 幸二，宝珠山 稔，K Lam，秋云海，柿木隆介 

 

我々が考案した極小野低強度レーザー刺激法を用いて

皮膚 C 線維を選択的に刺激し，それに伴う大脳活動を脳

磁図により検討した。15 名の健康成人で手背に極小野低

強度炭酸ガスレーザー刺激を行ったところ，9 名の被験

者で明瞭な磁場反応が得られた。初期磁場成分頂点潜時

は刺激対側が 746 ミリ秒，同側が 764 ミリ秒であり，同

側半球での反応に有意（p<0.005）な遅れがあった。初期

磁場成分の等磁場線図は 5 例では単一信号源パターンを

示したが，残りの 4 例では複雑な複数信号源パターンで

あった。単一信号源パターンの 5 例では，信号源は両側

第二次体性感覚野（SII）に推定された。単一信号源では

説明できなかった 4 例では，両側 SII に加えて刺激対側

第一次体性感覚野（SI）に活動が認められた。活動の立

ち上がりおよび頂点潜時は刺激対側の SI と SII の間で差

がなかった。この結果より，C 線維を上行する信号の大

脳処理過程の初期段階では SI と SII が並行して活動する

と考えられる。 

（Tran et al.: Neuroscience, 113: 375-386, 2002）  
 
 

炭酸ガスレーザー刺激誘発 C 線維関連脳電位に対する注意及び睡眠効果 
 

秋 云海，乾 幸二，王 宏，Tuan Diep Tran，柿木隆介 

 

低強度のレーザー光を狭い領域に照射する方法を用い

て皮膚 C 線維受容器を選択的に刺激し，C 線維関連誘発

脳電位を記録した。Control（課題なし），Distraction（暗

算課題），Attention（刺激の数を数える），Stage1 睡眠お

よび Stage2 睡眠の 5 条件で誘発電位の陽性成分（P1）の

振幅および潜時を比較した。P1 潜時は 5 条件で差がなか

った。P1 振幅は，Control と比べて Attention ではやや増

加する傾向であったが有意な差はなかった(p=0.2)。

Distraction では著明に減弱した（P=0.01）。睡眠中（Stage1, 

Stage2 とも）は P1 の反応はほぼ消失した。C 線維関連誘

発脳電位を記録する場合，被験者の刺激に対する注意状

態や覚醒度の把握が非常に重要である。 

（Qiu et al., Clin Neurophysiol 113:1579-1585, 2002）
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「方向の異なる目の動き」を見るときの脳活動 
 

渡辺昌子, 三木研作, 柿木隆介 

Aina Puce (Center for Advanced Imaging, Department of Radiology, West Virginia University, USA) 

 

私達はこれまで，「目の動き」を認知するときには「一

般的な動き」と同様にヒトの運動視中枢，MT/V5 野が活

動するが活動の潜時と活動源の推定位置に違いがあり

MT/V5 野の中に機能特異性が存在する可能性が示唆さ

れることを報告してきた。 

今回さらに「目が合う」「目がそれる」動き，また「左

右への動き」による MT/V5 野の活動の違いを検討した。

いずれの目の動きに対しても明瞭な誘発脳磁場が記録さ

れ，その活動源は MT/V5 野に位置推定された。「目が合

う動き」に対して推定された活動源の電流双極子モーメ

ントは「目がそれる動き」よりも大きく，推定位置は目

が合う動き」のほうが「目がそれる動き」に対するもの

より有意に前方であった。目の動きの左右方向で脳活動

に違いは認められなかった。このことから，MT/V5 野に

おける早期の視覚情報処理過程において「目が合う・そ

れる」という高次の情報が既に区別されていることが示

唆された。 

 

 

「口の動き」を見るときの脳活動 
 

三木研作, 渡辺昌子, 柿木隆介 

Aina Puce (Center for Advanced Imaging, Department of Radiology, West Virginia University, USA) 

 

私達はヒトの顔認知機構について脳磁図用いた研究を

進めている。これまでに「目の動き」を認知するときの

脳活動を報告してきたが，今回「口の動き」を認知する

場合の脳活動を記録し「目の動き」と比較検討した。仮

現運動現象を利用し「口が開く（閉じる）動き」「目の動

き」刺激を用いた。「目の動き」と同様に「口の動き」

に対して潜時 150-250ms に誘発成分が認められ，その電

流双極子は中側頭葉後部，ヒトの MT/V5 野に相当する部

位に位置推定された。「口が開く・閉じる」両者間で誘

発脳活動に有意な違いはなかった。「目の動き」と「口

の動き」の間で潜時，活動源の推定位置に違いはなかっ

たが，活動の大きさは「口の動き」のほうが有意に小さ

かった。このことから，「口の動き」も「目の動き」と

ほぼ同様の経路で情報処理されているものの関与してい

る細胞群は同一ではなく，MT/V5 野の中で両者を区別し

ていることが示唆された。 
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脳機能計測センター 
形態情報解析室 

【概要】 

形態情報解析室は，形態に関連する超高圧電子顕微鏡

室（別棟）と組織培養標本室（本棟 2F）から構成される。 

超高圧電子顕微鏡室では，医学生物学用超高圧電子顕

微鏡（H-1250M 型；常用 1,000ｋV）を，昭和 57 年 3 月

に導入して同年 11 月よりこれを用いての共同利用実験

が開始されている。平成 14 年度は共同利用実験計画が

21 年目に入った。本研究所の超高圧電顕の特徴を生かし

た応用研究の公募に対して全国から応募があり，平成 14

年度は 終的に 10 課題が採択され，実施された。これら

は，厚い生物試料の立体観察と三次元解析，薄い試料の

高分解能観察等である。共同利用実験の成果は，超高圧

電子顕微鏡共同利用実験報告の章に詳述されている。超

高圧電子顕微鏡室では，上記の共同利用実験計画を援助

するとともに，これらの課題を支える各種装置の維持管

理及び開発，医学生物学用超高圧電子顕微鏡に関連する

各種基礎データの集積および電子顕微鏡画像処理解析法

の開発に取り組んでいる。電子線トモグラフィーによる

手法には，UCSD, NCMIR による方法及びコロラド大で

開発された IMOD プログラムでの方法を用いて解析を

進めている。 

本年度の超高圧電顕の利用状況の内訳は，共同利用実

験等 133 日，修理調整等 53 日である（技術課脳機能計

測センター形態情報解析室報告参照）。電顕フィルム等

使用枚数は 5,034 枚，フィラメン点灯時間は 361 時間で

あった。装置は，平均 69 ％の稼働率で利用されており，

試料位置で 10-6Pa 台の高い真空度のもとに，各部の劣化

に伴う修理改造を伴いながらも，高い解像度を保って安

定に運転されている。 

組織培養標本室では，通常用および P2 用の培養細胞

専用の培養機器と，各種の光学顕微鏡標本の作製および

観察用機器の整備に勤めている。 

 
 

神経細胞樹状突起スパインの CT 解析 
濱   清，有井 達夫 

 

我々は高い電子線透過能と，5µm を越える生物試料で

も 4 - 5 nm の解像力が期待できる 1,000kV 超高圧電子顕

微鏡の特性を利用して，Golgi 染色を行ったラット CNS 

における海馬の神経細胞樹状突起の複雑な形状を示すス

パインのコンピュータートモグラフィ（CT）解析を行っ

ている。   

3 µm の切片について，－60 度から＋60 度まで 2 度間

隔で連続傾斜撮影を行ない解析に用いた。その結果を，1

図に示す。生理研の超高圧電子顕微鏡はこのように複雑

なスパインを持つ神経細胞にも有効に応用できることが

明らかとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

図１．神経細胞樹状突起スパイン: CT 解析後のデータを

Voxel Gradient Shading 表示（±8°傾斜：交差視）
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バーグマングリア細胞の CT 解析 
 

山口  登，古家 園子，有井 達夫 

 

我々は高い電子線透過能と，5µm を越える生物試料で

も 4 - 5 nm の解像力が期待できる 1,000kV 超高圧電子顕

微鏡の特性を利用して，Golgi 染色を行ったラット小脳 

におけるバーグマングリア細胞の複雑な形状を示す三次

元形態のコンピュータートモグラフィ（CT）解析を行っ

ている。   

3 µm の切片について，－60 度から＋60 度まで 2 度間

隔で連続傾斜撮影を行ない解析に用いた。その結果を，1

図に示す。生理研の超高圧電子顕微鏡はこのようにバー

グマングリア細胞にも有効に応用できることが明らかと

なっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１．バーグマングリア細胞: CT 解析後のデータを

Voxel Gradient Shading 表示（±8°傾斜：交差

視） 

 
 

 
 

小腸絨毛上皮下線維芽細胞における Ca2+波伝播と ATP 放出のメカニズム 
 

 古家園子，古家喜四夫（科学技術振興事業団，細胞力覚プロジェクト） 
 

小腸絨毛上皮下にある線維芽細胞は互いに突起を延

ばしネットワークを形成し，小腸絨毛下での情報伝達と

その制御を担っていると考えられている。この細胞は

ATP，エンドセリン等多くの種類の受容体を持ち，cAMP

濃度に依存してフラットから星状へ形態変化するなど，

アストロサイトと類似した性質を持つ。１つの細胞に細

いガラス棒で機械的刺激を与えると，細胞間を伝播する

Ca2+波が発生し，波の伝播と共に細胞が収縮した。Ca2+

波の伝播には ATP の放出とまわりの細胞での P2Y1 受容

体の活性化が関与していた。また，この細胞は伸展によ

る機械刺激にも応答し，細胞内 Ca2+の上昇とともに，ATP

が放出されることをホタルルシフェレースを用いて明ら

かにした。これらの機械的刺激に対する応答性は，

dBcAMP 処理によって星状へ形態変化した細胞では抑制

され，ATP 放出の抑制ばかりでなく，ATP に対する反応

性も減少していた。これらの結果より細胞の形態と機械

応答性相関の機序と役割について研究を進めている。

 

 

生体情報処理室 

【概要】 

脳における情報処理には，ネットワークを構成する各

ニューロンの発火パターンが意味を持つデジタル的過程

と，非線形素子としてのニューロンの興奮性変化が意味

をもつアナログ的過程の二つがあると考えられる。後者
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には種々の細胞内シグナル伝達系の活性が密接に関与し

ており，個々のニューロン機能の変化を通して，回路レ

ベルで行われているデジタル的処理にも大きな影響を及

ぼしている。それゆえ，特定のニューロン・ネットワー

クへの入力は同様であっても，ある条件のもとでは学

習・記憶の生成・保持が起こり，別の場合には成熟・老

化・細胞死が促進されるなど，多彩な結果が生じている

と予想される。 

当室では，外界からの刺激または侵襲に対する，受容

体の変化－細胞内の分子の動き－生化学的変化－興奮性

の変化－神経機能の変化－脳機能あるいは脳機能障害の

発現，という一連の過程をニューロン・ネットワーク上

で総合的に捉え，脳における情報処理の基本的な仕組み

を理解することを目指している。現在は，中枢ニューロ

ンの興奮性調節メカニズムに関して，以下の 3 テーマを

中心に研究を行っている。 

なお当室では，吉村・村田両技官が中心となり，所内

共用施設として，SGIOrigin2000 を核とする生体情報解析

システム，および，各種所内ネットワークサービスの運

用を行っている。これらについての詳細は技術課の項を

参照されたい。

 

 

樹状突起における活動電位の発生とその制御メカニズム 
 

坪川 宏 

 

大脳皮質や海馬の錐体細胞では，細胞体側より樹状突

起へ逆行性に伝播してくる Na+スパイクや，樹状突起局

所的な Na+，Ca2+スパイクが，情報処理上の重要な役割

を担っていることが示唆されている。これらの発生メカ

ニズムと調節機構を明らかにするため，イオン・イメー

ジングをはじめとした光学的手法と，パッチクランプ法

等の電気生理学的手法を併用し，海馬スライス標本上の

ニューロンを用いて解析を行っている。今年は，カナビ

ノイドを介する抑制性シナプス前終末への逆行性シナプ

ス伝達現象（DSI）において，カナビノイド放出の引き

金となるポストシナプスの脱分極は，Na+スパイクの樹

状突起への伝播が担っているという仮説をたて，検証を

進めた。 

 

 

 

細胞内シグナル伝達系の活性とニューロン活動との時間的・空間的関係の解析 
 

坪川 宏， 高木佐知子 

 

ニューロン機能における細胞内シグナル伝達の役割を

より明確にして行くために，タンパク質リン酸化酵素を

はじめとした酵素群の活性と種々のニューロン活動との

時間的・空間的関係を解析することは必要不可欠と考え

られる。本研究では，中枢ニューロンのモデルとして海

馬スライス標本上の錐体細胞および小脳スライス標本上

のプルキンエ細胞を用い，3 量体 G タンパク質 Gq 及び

G11 のカスケードにつながるタンパク質リン酸化酵素，

PKC の活性変化を可視化し，ニューロン活動やそれに伴

う細胞内 Ca2+濃度変化と PKC の活性変化との時間・空間

的関係を明らかにすることを目指している。PKC の可視

化のため，PKC 結合性蛍光色素の細胞内導入や，GFP 結

合 PKC を部位特異的に発現するトランスジェニック・マ

ウスを用いている。今年は，シナプス入力によって誘発

される，代謝型受容体の活性化を介した PKC トランスロ

ケーションの観察に成功した。
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中枢ニューロンの容積調節と興奮性調節の機能的カップリングの解析 
 

高木佐知子， 坪川 宏 

 

脳細胞では，てんかん発作，虚血侵襲の急性期などに

細胞膨張が見られ，海馬 CA1 野における虚血性細胞死の

過程では持続的な容積減少が観察される。しかしながら，

これらの容積異常が神経障害のどのような側面をあらわ

しているのか不明である。本研究では，種々のニューロ

ン活動の変化と容積変化との関係を解析し，興奮性調節

と容積調節の両メカニズムに関与する分子の機能連関を

明らかにすると共に，それらの破綻と病態との関連を明

らかにすることを目指している。今年は，シナプス活動

によって海馬 CA1 野ニューロンに一過性の容積増加が

生じること，この容積増加には GABA 性の抑制性入力が

寄与していることを報告した。さらに 2 光子レーザー顕

微鏡や共焦点顕微鏡を活用することにより単一細胞レベ

ルでニューロンの容積変化を定量的に解析するとともに，

容積変化を起こしたニューロンで見られるシナプス応答

の変化について電気生理学的に解析を進めた。

 

 

機能情報解析室 

【概要】 

脳の高次機能を司る神経機構の研究が進められた。随

意運動や思考に関連する脳活動を，サルとヒトを検査対

象にして，大脳皮質電位の直接記録・PET（陽電子断層

撮影法）・脳磁図・脳波等を併用して解析している。

 

 

意志に関係する脳活動の研究 
 

逵本 徹 

 

「意欲」の神経機序は不明な点が多い。報酬を得るため

に運動課題を遂行するサルの意欲は，客観的には測定不

可能であるが，様々な要因で変動することが推察される。

例えば課題を継続して行うと，報酬を獲得していくのに

伴って，課題遂行への意欲は減退していくと考えられる。

また，報酬がより望ましいものに変更されれば，意欲は

増加するであろう。認知運動課題遂行中のサルの前頭前

野・海馬・前帯状野の脳血流量が，想定される意欲の変

化と一致した変動を示すことが陽電子断層撮影法（PET）

を用いた実験で明らかになった。大脳辺縁系と前頭前野

の「意欲」への関与を示唆する知見と考えられる。この

脳活動の詳細を調べるため，大脳皮質フィールド電位記

録法と PET による解析を進めている。 

 

 

 

脳機能分子解析室 

【概要】 

脳機能分子解析室は，脳機能のような複雑な生物反応

機構を解明するための遺伝子転換動物を分子生物学的技

術と発生工学的技術を駆使して作製することを目的と

し，2002 年に新設された。とくに遺伝子ターゲッティン

グによってノックアウトラットを作製することを究極の

目的としており，これまでに，ES 細胞，始原生殖細胞，

神経幹細胞，造血幹細胞，精原細胞の樹立を目指した研

究を行うとともに，核移植や顕微授精など，ラットにお

ける発生工学的技術の高度化に取り組んできた。研究課

題のうち具体的に次の 2 題を下記に示す。 
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(1) 有用トランスジェニック動物の作製，ならびにその

維持・保存：システムとして稼働させるため，ラットを

用いてβカテニン遺伝子溶液の顕微注入，胚移植，なら

びに受精卵の凍結保存を行った。(2) 核移植による体細

胞クローンラットの作製：体外に取り出すだけで自発的

に活性化するラット卵子の M 期促進因子（MPF）活性を

低下させないように制御することと，2 回の連続した核

移植を行うことで初期化因子に十分に曝すこと，を重要

視したクローン作製実験を試みた。 

 

 

トランスジェニック (Tg) 動物作製のためのシステム構築 
 

平林真澄, 平林敬浩, 八木 健 

 

脳の情報伝達を担うニューロンに成長する神経前駆細

胞内でβカテニン遺伝子を高発現させ，巨大な脳と皺を

持つ Tg ラットの作製を試みた。マウスのネスチン遺伝

子プロモーター下にβカテニン遺伝子と GFP 遺伝子を

繋いだ融合遺伝子を作製し，ラット前核期卵に顕微注入

した。生存卵子453個を移植したところ計93匹 (21%) の

産仔が得られ，うち 7 匹（8%）が Tg ラットだった。3

匹の Tg ラットで出産直後の脳に GFP 発現が確認され，

残りの 4 匹の Tg ラットにはそれぞれ 1，1，5，10 コピ

ーのトランスジーンがゲノム上に組み込まれていた。こ

れら 4 系統から G1 ラットを作製し，脳での遺伝子発現

を確認していく予定である。また，5 および 10 コピーを

もつ系統についてはトランスジーンのホモ化を進めると

ともに，50～100 個の受精卵を凍結保存した。この過程

を通して，脳機能分子解析室における Tg 動物作製シス

テムの整備はほぼ完了した。 

 

 

ラット卵丘細胞核を用いた連続核移植の試み 
 

平林真澄, 保地眞一(信州大) 

 

体細胞クローンマウスを作製する過程において，顕微

注入したドナー核が早期染色体凝集 (PCC)に続いて染

色体を形成し，活性化処理を行うと 2 個の疑似前核に変

化することが重要である。しかしラットでは除核卵子に

顕微注入した卵丘細胞核はまったく PCC を起こさなか

った。そこで除核前のラット卵子に体細胞核を注入し，

PCC を誘導後に除核，またはマウスの除核卵子にラット

の体細胞核を注入して PCC を誘導させ，それぞれ活性化

処理後に作製した疑似前核をラットの除核前核期卵子に

再移植し，クローンラット胚を作製した。その結果，除

核前のラット卵子 1,068 個を使って 115 個（2 細胞期胚

37 個を含む），除核したマウス卵子 974 個を使って 340

個（2 細胞期胚 206 個を含む）のクローンラット胚を作

製した。しかしいずれの方法で作製したクローン胚を移

植しても計 11 個の着床痕が得られただけで，クローン個

体の作製には至らなかった。 
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統合バイオサイエンスセンター 
戦略的方法論研究領域 

【概要】 

「構造と機能」という分子生物学のパラダイムは生物

の機能が生体高分子，特に蛋白質の独自の構造によって

支えられていることを明かにして来た。一方細胞より上

の階層では組織，器官を見ると構造が機能と直結してい

るのはむしろ自明である。しかし生体高分子と組織・器

官の中間に位置する細胞にはそのレベル独自の「構造と

機能」が明確でない。細胞は一見オルガネラと各種小胞

のランダムな集まりのように見える。しかし細胞レベル

の生理現象の背後には細胞活動維持のための巧妙な情報

生成と構造形成の機構がある。 

本部門では細胞内超微小形態を高分解能，高コントラ

ストで観察する新しい電子顕微鏡の開発を背景に細胞の

「構造と機能」を研究している。具体的には DNA1 分子

の塩基配列直読法の開発，チャネル蛋白質の電子線構造

解析，微小管などの超分子構造解析，細胞内小胞輸送の

可視化等の研究を行っている。 

 

 

複素電子顕微鏡および位相差電子顕微鏡の開発 
 

Radostin Danev，杉谷正三，大河原 浩，永山國昭 

 

前年度に引き続き電子位相顕微鏡の開発，すなわち

Zernike 位相差法（π／2 位相板の利用），微分干渉法相

当のヒルベルト変換法（π位相板の利用）の開発を行っ

た。特に位相法の鍵である炭素膜位相板について無帯電

（antistatic）化の方法論の開発に注力した。電顕内で試料

が出す汚れの位相板付着を防ぐ方法として，位相板を高

温に保つヒーティングホルダーの作製とそのテストを行

った。結果は 200℃～300℃に位相板を保持すると電顕内

での汚れが完全に防止でき，位相板を初期クリーン化で

きれば帯電問題をほぼ解決できることがわかった。この

方法を一般電子顕微鏡に応用するため対物レンズの後焦

点面を 10～15cm 下方にずらすトランスファーレンズと

ヒーティングホルダーを組み合わせた新規の電子顕微鏡

システムをデザインした。 

国内メーカーに新規デザインの電子顕微鏡の試作を注

文し 100kV 加速での第 1 号機ができ，その性能を調べた。

結果は予想通り無帯電の位相板システムができあがった

（図 1，2 参照）。 

位相回復の方法として，新しい方法がオーストラリア

の光学研究グループから提案されている。この方法は位

相板を使わず強度情報のみを異なる条件で複数回で得て

行う。TIE（Transfer of Intensity Equation）と呼ばれるこ

の方法と我々の提案する位相板を使う複素顕微鏡の方法

の理論的比較を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1 試作した位相板帯電ぼうしようヒーティングホルダー

Heating Aperture Holder 

図 2 ヒーティング（200℃）による汚れ防止と無帯電

化の実験

a. 室温に 12
時間放置後

計測 

b. 200℃に位相

板を保持した

まま 1 週間後

に計測 
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位相板用炭素薄膜の材料科学的研究 
 

Dorian Minkov，Radostin Danev，宇理須恆雄（分子研），大河原浩，永山國昭 

 

位相板の帯電防止策は電子位相顕微鏡にとって死命を

制する重要な要素技術である。2000 年からスタートした

研究の結果，帯電の原因が位相板に付着した汚れによる

ことがわかった。この汚れが具体的に何に由来するのか，

無機物由来か有機物由来なのか等を見極めるため種々の

テストを行った。そして 終的に有機物，無機物（マイ

カ粉），酸化金属の 3 種類に由来することがわかった。

この内特に有機物の中味を特定するためフーリエ変換赤

外分光を用いた付着物の分光測定を行った。その結果炭

素膜上に有機物の付着が分光学的に認められたが炭素薄

膜という超微量試料計測のため定量的結果は得るまでに

は至らなかった。 

 

 

塩基配列決定のための電子顕微鏡用重元素ラベル塩基の合成 
 

田坂基行（東大院・理），長澤賢幸（分子研），永山國昭 

 

電子顕微鏡で DNA 塩基の同定弁別を可能とするため

A，T，G，C の塩基について 2 つの手法で多核重元素ラ

ベル剤の開発を行った。1 つは重いハロゲン元素の多核

体を塩基の 1 位もしくは 6 位にラベル。もう 1 つは鉄−

硫黄キュバン錯体を塩基の 1 位もしくは 6 位にラベル。

後者については 4Fe-4S の立方体を基本骨格とし，その重

元素置換体を大きな有機物ケージで酸化保護した錯体に

ついて合成を終了した。前者についてはヨウ素の多核体

について合成を行った。

 

 

カルシウムチャンネル hTRPM2 の精製と電子顕微鏡観察 
 

松本友治，原 雄二，森 泰生，永山國昭 

 

膜タンパク質 TRPM2 はレドックス準位依存性カル

シウムチャンネルであり，その活性化因子 β-NAD+ の濃

度上昇に伴って TRPM2 のチャンネル活性も上昇する。

このことから TRPM2 は細胞内のレドックス状態の変

化によって引き起こされる細胞死に関連があるものと考

えられている。 

本研究では，ヒト全脳の cDNA ライブラリーから再

構成された全長の hTRPM2 遺伝子をトランスファー・

ベクター pYNGHis(C)/hTRPM2 へと組み込み，組換えバ

キュロウイルス-カイコ系を用いて hTRPM2 を大量発

現させた。目的タンパク質はフッ化界面活性剤ペンタデ

カフルオロオクタン酸を用いることで抽出・可溶化でき， 

ニッケル・キレート・アフィニティカラムならびに微量

ゲル濾過によって精製され，アミノ酸組成比が既知の配

列情報から予想される値とほとんど一致するサンプルが

得られた。 

ゲル濾過における主ピーク近傍で予想分子量 160kDa 

の成分を含む分画から負染色試料を作成して電子顕微鏡

下で観察したところ，比較的サイズの揃った多数の粒子

像を確認できた。現在，平均化像ならびに初期立体構造

モデルを得るため単粒子解析法による電子顕微鏡画像デ

ータ処理を行っている。
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セミインタクト細胞技術を用いた細胞内小胞輸送の可視化・再構成と分子機構の研究 
 

村田昌之，加納ふみ，田中亜路，山内忍，永山国昭 

 

光学顕微鏡下の単一細胞内で GFP 標識オルガネラの

ダイナミクスを可視化し，かつその制御因子を生化学的

に探索するため，「GFP 蛍光デジタルイメージング技術」

と形質膜を一部透過性にした「セミインタクト細胞系」

をカップルさせた顕微アッセイシステムを構築した。本

システムを用い，単一のセミインタクト細胞内で ER⇄ ゴ

ルジ体→細胞膜，ゴルジ体⇄ エンドソーム間の小胞輸送

過程を可視化・再構成に成功した。間期・M 期の細胞質

を用い，細胞周期依存的な各輸送過程のキネティックス

を定量的に解析し，M 期にはゴルジ体→ER の逆行輸送

は停止する（cdc2 キナーゼ依存的）し，その停止は，ゴル

ジ体へ向かう輸送小胞が形成される transitiona-ER(tER)

構造が，cdc2 キナーゼ依存的に消失することを明らかに

し，それを制御する分子基盤を同定した。

 

時系列生命現象研究領域 

【概要】 

神経細胞は，イオンチャネルやトランスポーターに依

存して細胞内外のイオンの動きを制御しており，これが，

脳の情報処理の物理的基礎となっている。何百種類もの

膜機能分子は，できあがった神経系で働くだけでなく，

発達途中の神経系でも機能しており，電気的活動を阻害

すると，生後の機能的な神経回路が成熟しないことなど

から，発生過程での電気的活動は正常な脳の発達に必要

である。電気的活動を担う分子群 （イオンチャネルやト

ランスポーター）などのレベルでの発達過程で電気的活

動の制御や， 細胞内の信号伝達の仕組みを解明する目的

で，神経系の発達過程でのイオンチャネルの発現制御と

役割を，分子生物学，電気生理学などの手法を駆使して

明らかにする研究を行っている。  

  
 

細胞個性に見合った興奮性を実現する機構： 
中枢ニューロンの発火特性を決定する電位依存性 Na チャネルの性質 

 
岡村康司 

岩崎広英（生理学研究所） 

 

中枢神経系ニューロンは，その神経回路内での役割に

合った興奮性を示す。たとえば小脳プルキンエ細胞は，

速い周波数の規則的な発火を特徴とするが，これには特

殊な Na チャネル電流の性質が基盤となっている。哺乳

類 Na チャネル分子の性質を，発現系細胞およびスライ

スパッチ法による解析により解析し，スプライシングの

バリアントの発現などの制御機構について明らかにした。 

 
 

発生過程におけるイオンチャネルの制御および電気的活動の役割 
 

岡村康司 

 

イオンチャネルは発生過程で時期特異的な発現および 機能の制御をうけることで，後期の電気活動依存的な発
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生の調節に重要な役割を果たしている。これらの発生過

程でのチャネルの時間依存的制御に関する分子機構とし

て，発生過程での電位依存性 Na チャネルと Ca チャネル

分子の発現の制御機構に注目して発現系細胞での電気生

理学的解析を行った。 

 
 

ゲノム情報に注目したイオンチャネル分子機能の研究 
 

岡村康司，村田喜理 

 

近年複数の生物ででゲノムや cDNA の配列，遺伝子発

現様式が明らかにされ，生理機能をゲノム情報を基盤と

して理解することが急務になりつつある。原索動物ホヤ

から新たなイオンチャネル分子および関連分子を発掘し，

発現実験により，チャネル分子の構造機能連関に関する

原理解明を行なった。 

 

生命環境研究領域 

【概要】 

イオンチャネルは，細胞内環境を外環境から隔ててい

る形質膜に存在し，イオン流入・流出等を仲介すること

によって，外環境からの刺激に対する細胞応答を制御し

ている。多様な環境変化に対応すべく，イオンチャネル

／トランスポーター群は，活性化開口されるトリガー（或

いはアゴニスト）への応答性および輸送物質選択性にお

いて，進化的に莫大な多様性を獲得している。本研究に

おいては，環境への生物応答の本質に迫るべく，様々な

物理刺激や生理活性物質をトリガーとするイオンチャネ

ルが，どのように遺伝情報としてコードされているかを

探究している。さらに，イオンチャネル／トランスポー

ターがどのような機構で作動し，実際にどのような生理，

細胞機能を担っているかの解明を行っている。

 

 

酸化修飾により活性化する Ca2+透過性カチオンチャネルのメカニズム解析 
 

吉田卓史, 原 雄二, 西田基宏, 森泰生 

 

細胞外からの Ca2+流入を促す Ca2+チャネルには電位依

存性型，リガンド作動性型，受容体活性化型の 3 種類に

大別される。我々のグループでは受容体活性化 Ca2+チャ

ネルの分子的実態として考えられている TRP チャネル

のひとつ TRPC5 が活性酸素種である H2O2や活性窒素種

である NO により活性化することを明らかとした。 

この活性化メカニズムを解明するためにシステインの

特異的な酸化剤である 5-Nitro-2-PDS を用いたところ

TRPC5 の大きな活性化が見られた。また膜透過型のシス

テイン酸化剤MTSEAでもTRPC5は活性化されたが膜非

透過型のシステイン酸化剤 MTEST では活性化が見られ

なかった。このことから TRPC5 の活性化には細胞内に存

在するシステインが酸化されることが必要であることが

明らかとなった。現在は酸化修飾を受けるシステイン残

基の特定を行っている。
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細胞内酸化還元状態の変化により活性化されるチャネル TRPM2 の分子機能解析 
 

原雄二, 西田基宏, 吉田卓史, 森泰生 

 

細胞内の酸化還元状態は定常状態を保っているが，恒

常性が破綻すると生理機能の障害を引き起こす。この破

綻機序の一つに，細胞内のイオン動態の急激な変化が挙

げられるが，直接的な高親和性標的であるイオンチャネ

ルの分子的実体は大きな謎であった。我々は細胞内酸化

還元状態により活性化される Ca2+透過型カチオンチャネ

ル TRPM2 を発見した。TRPM2 にはヌクレオチド結合し

うる Nudix モチーフが存在する。我々は Nudix モチーフ

にβ-NAD＋が結合することにより，TRPM2 チャネル活

性を引き起こすこと，過酸化水素による活性化にはβ

-NAD＋が重要な役割を果たしていることをそれぞれ見

い出した。さらに TRPM2 の機能の一つとして，細胞死

を誘導することを明らかにした。膵臓β細胞株 RIN5F，

単球細胞株 U937 において，TRPM2 特異的アンチセンス

オリゴ適用により過酸化水素，TNFα処理による細胞死が

有意に抑制された。以上の知見から TRPM2 は生体内に

おいて酸化還元状態を感知し，細胞内 Ca2+濃度上昇によ

り細胞死をもたらす経路の中心分子の一つであるものと

考えられる。

 
 

カルシウムチャネル変異マウスの解析 
 

五日市 友子，西田 基宏，森 泰生 

 

近年の遺伝子学的，分子生物学的研究から，P/Q 型電

位依存性カルシウムチャネルの変異はヒトならびにマウ

スにおいて小脳失調をはじめとした様々な神経疾患を引

き起こすことが示唆されている｡その変異マウスのひと

つである rocker (rkr)は P/Q 型チャネルα1Aサブユニット

のポア形成領域付近に点変異（T1310K）があり，運動失

調や小脳プルキンエ細胞樹状突起の形態異常が認められ

る｡rkr の小脳プルキンエ細胞を急性単離し，パッチクラ

ンプ法によりカルシウムチャネル電流の特性を解析した

結果，rkrでは正常マウスに比べ，電流密度が低下してい

ること，不活性化の電位依存性が変化していることが明

らかとなった｡電流密度の低下は組み換え発現系によっ

ても再現されたことから，カルシウムチャネルα1A サブ

ユニット遺伝子の変異が直接的に rkr の表現型に関与し

ている可能性が示唆される｡ 

N 型チャネルα1Bは，P/Q 型チャネルとともに神経終末

における神経伝達物質の放出やカルシウムスパイク形成

に関わる主要なチャネルである。N 型チャネルが持つ生

理的役割および病態との関連を解明する目的で，N 型チ

ャネル欠損マウスを作成したところ，中枢神経系の際立

った異常は認められなかったものの，血圧・心拍数の恒

常的増大および圧反射機能の欠損が認められた。心房筋

標本を用いて解析を行った結果，N 型チャネル欠損マウ

スでは交感神経からのアドレナリン放出能が異常を来た

していることが明らかとなった。胸部大動脈血管マグヌ

ス標本を用いた解析で，α1アドレナリン受容体刺激によ

る平滑筋収縮応答の感受性がN型欠損によって増大して

いることを明らかにした。 

 

 

免疫 B 細胞における Ca2+シグナル増幅機構 
 

西田基宏，原雄二，沼賀拓郎，森泰生 

 

ホスホリパーゼC (PLC) は受容体を介したCa2+動員や

シグナル伝達の中枢的役割を担っている。PLC の活性化

は，イノシトール 3 リン酸（IP3）を産生し，ストアーか

らの Ca2+放出や細胞外からの Ca2+流入を引き起こす。非
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興奮性細胞において，受容体刺激は 2 相性の細胞内 Ca2+

濃度上昇を引き起こす。 初の Ca2+応答はストアー依存

的であるが，持続的な Ca2+応答の分子メカニズムは未だ

に良くわかっていない。PLCγ2 を欠損させた免疫 B 細胞

株 DT40 と IP3 センサータンパクを用いて，受容体刺激や

ストアー枯渇刺激による細胞外からの Ca2+流入と PLCγ2

活性との関係を調べた。その結果，Ca2+流入が PLCγ2 の

C2 ドメインを介して PLCγ2 を膜近傍マイクロドメイン

に移行させ，持続的な Ca2+振動（オシレーション）を引

き起こすことを明らかにした。また，PLCγ2 は恒常的に

TRPC3 カルシウム透過型チャネルと結合することで，受

容体刺激による Ca2+応答を増大させていることを明らか

にした。Ca2+流入による PLCγ2 活性化は，IP3産生を介し

て Ca2+シグナルを増幅させる一方で，ジアシルグリセロ

ール（DG）を産生し MAP kinase (ERK) を活性化させた。

ERK は従来から細胞増殖・分化を誘導するシグナルとし

て位置付けられていることから，Ca2+流入によって引き

起こされるシグナル増幅機構が細胞周期の進行に関与す

るのではないかと考えている。また，DT40 細胞におけ

る容量性 Ca2+流入を担う分子実体についても検討し，

TRPC1 がその候補の一つとなることを明らかにした。

 

 

遺伝学的アプローチを用いたカルシウムチャネルの生理学的役割の解明 
 

山田和徳, 森泰生 

 

PKD は常染色体優勢遺伝嚢胞腎(autosomal dominant 

polycystic kidney disease; ADPKD)の原因遺伝子の一つと

して単離された PKD2，PKD2-like (PKDL)，PKD2L2 から

なる TRP 類縁体である。 ADPKD は高羅患率（約 0.1 %）

を示す疾患であり，腎の皮質，髄質に多数の嚢胞が形成

される。我々は，PKDL のチャネルの発現分布，チャネ

ルの特性について検討し，そのおよび活性化機構を明ら

かにした。現在，チャネルの持つ生理学的役割の解明に

向けて，上皮細胞などの異常増殖・死による嚢胞形成機

構についても検討している。

 

 

細胞内蛋白質の活動の可視化を目指した蛍光性バイオセンサーの構築 
 

清中 茂樹，西田 基宏，森 泰生 

 

細胞内の生命現象を明らかにするために，細胞内バイ

オセンサーに関する研究が精力的に進められている。小

分子濃度を感知するセンサー構築においては，Ca2+
に対

する Fura2 などいくつか成功を収めているが，小分子が

細胞内蛋白質に結合する段階を評価する方法論は皆無に

等しい。細胞内カスケード反応を解明するにはこの問題

点を克服する必要があり，次世代の細胞内バイオセンサ

ーの課題だと我々は考える。そこで細胞内蛋白質の活動

（小分子の結合）を評価可能な蛍光性バイオセンサーの構

築を遂行する。その方法論としては，細胞内蛋白質の基

質結合部位をそのまま蛍光性センサーに変換する手法を

採用する。この手法だと細胞内で本来担う機能を損なう

ことなくバイオセンサーへと変換できる。標的蛋白質と

してはアセチルコリン受容体（AChR）を選択する。AChR

は神経伝達物質であるアセチルコリン（ACh）を認識し，

細胞表層から細胞内への情報伝達における第一ステップ

を担っている。ACh の結合を蛍光の強度で評価可能にな

れば，細胞内における ACh の濃度分布だけでなく AchR

の活動を時間・空間分解的に可視化できる。現在，in vitro

でのバイオセンサー構築を遂行している。 
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動物実験センター 
 

【概要】 
＜山手地区動物実験センター棟＞ 

山手地区に建設が進められていた統合バイオサイエ

ンスセンター棟の 1期工事と 2期工事は平成 14年 3月末

に予定通り竣工し機構に引き渡された。山手地区動物セ

ンター棟は RI センターと棟続きで鉄骨地上 4 階建て，延

べ床面積 2,312m2 で山手地区の建物群の 南端に建設さ

れた。建物の竣工と同時にセンターでは，飼育室，実験

室の整備を開始した。山手地区動物センター棟の特徴は

精度の高い動物実験を行うために，陸生動物の飼育室の

主要部分をバリアー区域としてSPFマウスとSPFラット

用としつつ，魚類や両生類，昆虫などの多様な動物種の

飼育にも対応できるようにしたことである。 

山手地区へ移転予定の研究部門の引っ越しは建物の

竣工に引き続いて早速開始されることになったが動物セ

ンターではこれらの部門の便宜をはかるため，動物セン

ター棟の稼働開始を 8 月 1 日と設定した。かくして飼育

室の空調，衛生設備，入退室管理システムの点検や大型

滅菌器の洗浄室への設置などが稼働開始に向けて急ピッ

チですすめられることとなった。 

6 月 17 日には遠山文部科学大臣，岡崎市長，地域住民

その他建物の建設に関わった人々を迎えて竣工披露式が

行われた。当初心配された設備については所長会議をは

じめとする関係各方面の理解を戴いて，稼働開始に必要

な機器の大部分を用意するところまでこぎ着けた。 

5 月中旬には特注したケージウオッシャーの据え付け

も終わり，いよいよ性能をテストする段階に入った。テ

ストは試運転をかねてA地区動物棟で用いられているラ

ット，マウス用ケージを約 3 週間にわたって毎日山手地

区まで運搬して洗浄機にかけて行なった。A 地区におい

ては実働中のケージであるため少しでもトラブルがあれ

ばA地区における作業全体に支障を来すおそれがあった

が，きわめて順調に移行することが出来，このオペレー

ションは大成功であった。高圧蒸気滅菌器や給水装置そ

の他のチェックを終え，7 月 22 日からいよいよ 終段階

のバリアー区域内部のホルマリン薫蒸作業に入った。そ

して，32 名の受講者を得て計画通り 7 月 30 日には第 1

回，9 月 13 日に第 2 回目の利用者講習会が開催され，施

設は稼働を開始した。 

  

＜マウス初期胚凍結事業＞ 

平成 13 年度より開始したマウス初期胚の凍結事業は，

山手地区への移転が予定されている部門のものを優先し

て，のべ 53 件で実施された。そして山手地区動物センタ

ー棟の稼働開始後は移室分のマウス胚の融解，移植作業

も開始された。A 地区から山手地区への移転計画は平成

14 年度以降にも予定されているので，マウス初期胚凍結

は引き続き移転予定部門のものを優先的に行う必要があ

り関係者の理解と協力を期待したい。 

 

＜情報公開＞ 

 情報公開に関する法律が施行されて 2 年目となるが

今年度も動物実験計画書の情報公開請求があった。請求

は動物愛護団体を名乗る個人からのもので，イヌ，ネコ，

サルを用いた実験計画書と納品書など 4 項目にわたるも

ので，個人及び法人名など不利益を被るおそれのある第

三者に関する部分を除いて全面開示された。これに対し

て不服申し立てが行われたが，内閣府情報公開審査会に

諮問したところ，「機構が一部不開示としたことは妥当」

との答申があり，この件については落着した。 

動物実験センターでは，実験に使用する動物の入手，

搬出に関して従来より動物種ごとに取り扱い要領を定め

ており何の問題もないところであったが，第三者にもわ

かりやすくするため，ホームページ上に「実験動物の搬

入出管理について」を掲載した。 

 

＜洗浄室床の改修＞ 

A 地区動物センター棟は建築以来 25 年を経過し，各所

に傷みが目立ってきたが，洗浄室の床は特にひどく，塗

装の剥離部分が年々拡大していた。洗浄室は年間を通じ

て 1 日も休むことなく作業が行われるため，これまで手

の着けようがなかったが，山手地区動物センター棟が竣

工したことにより，洗浄機の据え付けの終わる 5 月中旬

から稼働体制に入る 6 月中旬までの 1 ヶ月間だけ，従来

の洗浄業務を山手地区の洗浄室で行うことが可能になっ
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た。そこでこの期間を利用して洗浄室の床の全面改修を

行うこととし，作業者，ユーザーの協力を得て実行に移

された。1 歩誤れば大混乱を来すおそれがあったが大き

なトラブルもなく予定通り作業を終えることが出来た。 

 

＜独立行政法人化にむけて＞ 

平成 15 年度に予定されている国立大学の独立行政法

人化によりこれまで人事院所轄であった事項の多くに労

働安全衛生が適用されることとなり，動物実験施設にお

いても様々な問題点が指摘されている。特に，大型設備

の大部分が厚生労働省所轄となるため，届け出に必要な

関係書類の整理と設置基準の見直しをすすめている。ま

た平成 14 年度よりエチレンオキシドガスが特定有害化

学物質に指定されたことからA地区動物センター棟のガ

スの貯蔵場所の変更と配管設備の改修が必要となったた

め緊急に実施した。 

 

＜今後の課題＞ 

 山手地区動物センター棟の稼働に対して，センター

職員の定数に増加はなく，所内措置による技官 1 名と部

門と兼任の事務補佐員 1 名の増員にとどまった。このた

め，センター職員は山手地区と A 地区を掛け持ちせざる

を得ないこととなった。しかしながら A 地区においては

大部分の動物がコンベンショナル動物であり，微生物学

的コントロールの必要な山手地区における業務を同一人

が並行して行うことは時間的にも管理上からも実情に合

わず，将来的にはそれぞれ専任とすべきであろう。動物

センターの専任教官が A 地区 E 地区併せて 1 名という体

制にも無理がある。E 地区動物センター棟が本格的な稼

働をはじめる平成 16 年度以降には A・E 両地区に専任教

官が常駐することが望ましい。科学的かつ倫理的な動物

実験のために動物実験センターが果たすべき役割は今後

ますます大きくなると思われるが，そのためには組織体

制の整備は欠かすことが出来ない。
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計算科学研究センター 
【概要】 

蛋白質の構造安定性の熱力学的基礎は各種溶媒に対

するアミノ酸移相自由エネルギーである。それらを基に

して安定性を予測できる理論及び計算手法を開発する。

これを敷衍することにより膜チャンネル蛋白質の機能メ

カニズムや受容体生理機能の調節を理解する。現在，チ

ャネルにおける水，イオン透過をチャネル分子構造をも

とに熱力学的理論及び分子動力学シミュレーションで研

究している。また蛋白質の構造形成原理や各種溶媒環境

における誘電応答などの物性を明らかにしている。 

 

 

イオンチャネル様タンパク質におけるイオン透過過程の理論的研究 
 

高橋卓也，永山國昭 

 

生体機能において，イオンとタンパク質の相互作用は

非常に重要であり， 特にイオン透過性タンパク質は脳内

情報伝達や金属蓄積において本質的に重要な 機能を果

たす。 

このイオン透過過程を理論的に解明するため，イオン

チャネル様タンパク質（フェリチンおよび KIR6.2）のイ

オン透過に伴うエネルギー計算を行い，速いイオン透過

を可能にする物理的なメカニズムやチャネル周辺のアミ

ノ酸残基置換の効果を定量的に解明している。 
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技術課 
大庭明生 

 

1．概要 

今年度の人事は，平成 14 年 4 月に高橋直樹係員を細

胞器官研究系技術係，森将浩係員を統合生理技術係，鈴

木千香係員を動物実験技術係にそれぞれ所属換えを行い，

統合バイオサイエンスセンターの本格的な活動に合わせ，

生命環境研究領域に齊藤久美子係員，時系列生命現象研

究領域に高木正浩係員をそれぞれ派遣した。また分子生

理研究系技術係・代替技官長谷川絵梨係員の退職（4 月

30 日付）があった。 

第 2 期技術部会の活動の終了にともない，第 3 期技術

部会を 8 部会（エレクトロニクス工作部会，機械工作部

会，凍結技法部会，バイオインフォマティクス部会，安

全管理部会，科学英語会話部会，技術士・特許部会）設

置した。また本年度も研究活動への貢献を一層進めるた

めに下記の事業を引き続き実施した。 

①生理科学実験技術トレーニングコースでの技術指導 

本年度（7 月 22 日－7 月 22 日）も標記のコースの一項目

『生理学実験のための電気回路・機械工作』を担当し，若手

研究者の技術指導に当たった。今回はコースに 2 テーマ（1．

OP アンプによる増幅器とバスチェンバー作製，2．簡易型電

気泳動装置作製）を立てた。 

②科学研究費補助金（奨励研究）申請の推進 

業務を展開していくための問題意識の養成とその解決の

ための具体的な展開計画，方法の立案能力の養成およびそ

のための表現力と説明力の養成を通じ，業務上の技術力の

総合的な向上を図ることを目的に行っている標記の申請は，

20 課題を申請し，10 課題の採択を得た。 

③第 3 回課題報告型技術シンポジウムの開催 

研究の高度化と多様化に対応したスキル認識と向上を目

指した新しい基盤に立つ研究会の立ち上げによる技術系職

員の業務の社会的開示を推し進めるために科学研究費補

助金（奨励研究）の採択者による第 3 回の報告会を開催し

た。 

④成茂神経科学研究助成基金申請の推進 

課員の研究支援力の強化と向上さらに組織の自立のため

には活動資金の確保が今後重要な課題となる。今回標記の

基金に発生工学用マニピュレーション技術研究会の開催を

申請し，採択され，民間企業の技術者を含めた新規の研究

会を開催した。 

⑤放送大学利用による職員研修の開講 

本年度も引き続き放送大学利用による専門研修を機

構職員研修として行った。研修科目は『知覚心理学』と

『分子生物学』である。課の研修室には放送大学受信シス

テムを整備したので，人事課の企画以外にも課の企画に

よる放送大学利用研修企画の整備を計画している。 

⑥第 3 回機械工作基礎講座の実施 

生理学実験に必要な機器を題材に工作技術を研修し，そ

の研修後の作成機器が実際の研究現場で活用できることを

目的に，第 3 回機械工作基礎講座を開講した（共通研究施

設・機器研究試作室）。題材はアクリル樹脂製パッチクラ

ンプ用チェンバーである。 

大学共同利用機関の法人化問題に対する技術職員に

よる検討会は，大学共同利用機関が 4 法人に編成・統合

されることを受け，それぞれの所属法人で検討会での合

意事項（技術組織，技術職の確立，人事交流，研修）を

議論，反映させていくことになった。生理学研究所は，

基礎生物学研究所，分子科学研究所，核融合科学研究所，

国立天文台とともに自然科学研究機構に統合される。ま

た法人化に伴い非公務員型身分となり，労働基準法，労

働組合法，労働安全衛生法下での身分，研究現場となる。

そのために機構に創設準備委員会が設けられ，法人化に

向けてと諸問題が議論された。特に人事制度分科会には

技術職員のオブザバー参加を認められ，上記の合意事項

を『就業規則』に織り込む要請をした。また研究現場が

労働安全衛生規則のもとに置かれ，各種資格の修得と技

能講習の受講の整備が必要となった。 

生理学技術研究会は第 25 回を開催した。会では，口

演発表が 22 題，ポスター発表が 41 題，研修講演が 2 題

あった。これらの活動は『生理学技術研究会報告』にま

とめた。また機構長招聘三技術課合同セミナーの第 4 回

を開催した。開催テーマは『ライフサイエンスとナノテクノロ

ジー』で 4 題の研修講演を行い，講演内容は『機構長招聘

三技術課合同セミナー報告書』としてまとめた。 
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2．施設の運営状況 

①統合生理研究施設 

（1）生体磁気計測装置室 

永田 治，竹島康行 

【概要】 

本年度は，全頭型生体磁気計測装置の新規設置導入を

行った。現在は調整がほぼ終了し稼働状態で，装置の特

性調査を含めて予備実験が行われている。 

この装置はフィンランド製で，すでに臨床応用を目的

として医学部病院などに採用されている装置と基本的に

ほぼ同型であるがチャネル数が多く，臨床用装置に装備

されているプラナータイプ 204ch に加えてマグネトメー

タ 102ch のセンサが頭部全体をカバーする状態で配置さ

れており一度の計測で全頭を計測することができる。ま

たシールドルームはアクティブシールドを装備したもの

で，低周波特性が大幅に改善されており，外来による低

周波振動の影響が少ない。刺激系は，TmYAG レーザー

による痛み刺激や液晶プロジェクタによる視覚刺激，そ

の他音響，空気圧などによる機械的な刺激が利用できる。 

同時に三次元画像処理装置もハードソフト両面から

更新されており新旧両方の MEG 装置によるデータが解

析可能である。また使用できる MRI データは analyze，

DAICOM，MSI-format，AVSfield-data などが利用でき

fMRI による計測データも解析可能となっている。 

これらのシステムはローカルエリアネットワークで

有機的に結合されており，旧システムの解析系との情報

交換もデータサーバを基幹としてシームレスに行われる。 
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②脳機能計測センター 

（1）形態情報解析室 

山口 登 

【超高圧電子顕微鏡利用状況】 

今年度における超高圧電子顕微鏡共同利用実験は，合

計 10 課題が採択され，全ての課題が実施された。これら

の共同実験の成果は，超高圧電子顕微鏡共同利用実験報

告の章に詳述されている。超高圧電子顕微鏡の年間の利

用状況を表にまとめたので下記に示す。稼動率は，利用

日数と使用可能日数より求めている。本年度の主な超高

圧電子顕微鏡の改良・修理としては，フィルム送り機構，

高圧電源回路の修理やカメラ室排気用ターボモレキュラ

ーポンプの交換作業などが行われた。

 

2002 年度 超高圧電顕月別稼動率 

年  月 総日数 休 日 調整日 
使用可能

日  数
所内利用 所外利用 計 稼働率 備  考 

2002 年 4 月 30 9 5 16 3 0 3 19%   

5 月 31 10 7 14 3 0 3 21% 修理３日

6月 30 10 2 18 14 3 17 94%   

7 月 31 8 5 18 8 7 15 83%   

8 月 31 9 3 19 8 7 15 79%   

9 月 30 11 4 15 9 2 11 73% 修理１日

10 月 31 9 5 17 7 8 15 88% 修理３日

11 月 30 10 3 17 3 1 4 24% 修理１日

12 月 31 12 3 16 3 9 12 75%   

2003 年 1 月 31 12 8 11 4 5 9 82% 修理５日

2月 28 9 4 15 4 7 11 73%   

3 月 31 11 4 16 1 12 13 81%   

計 365 120 53 192 72 61 133 69%   

フィラメント点灯時間  360.9 時間 
使用フィルム枚数    5,034 枚 

 

（2）機能情報解析室 

佐藤茂基 

【概要】 

今年度におけるリアルタイム装置の利用状況は，採択

研究課題数 3 題で，全ての研究課題は実施された。 

今年度の装置整備状況は，主な事項として次の通りで

ある。11 月にシムコイル用冷却器が故障した。そのまま

装置を使用すると，磁場補正が安定せず画像が乱れる点

や，シムコイルの破損が考えられる為，メーカーに修理

を依頼した。その間およそ 3 週間，運用を一時休止した。 

2 月末にマグネット室用空調機が故障し，室内の温度

調整が出来なくなった。温度調整が出来ないと測定中の

実験用動物に悪影響が出ると懸念された為，早急に修理

を実施した。その間 1 週間ほど運用を一時休止した。 

平成 14 年度の MR 装置利用実績を別表に記す。 
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【機器利用率】 

平成 14 年度リアルタイム装置月別稼働率 

年月 総日数 保守 使用可能 所内利用 所外利用 計 利用率 備考 

2002 年 4 月 30 1 29 0 3 3 10%   

5 月 31 1 30 0 5 5 17%   

6 月 30 1 29 0 5 5 17%   

7 月 31 1 30 0 5 5 17%   

8 月 31 1 30 0 5 5 17%   

9 月 30 3 27 0 5 5 19% 停電 

10 月 31 3 28 0 5 5 18% 停電 

11 月 30 10 20 0 6 6 30% 冷却器故障

12 月 31 16 15 0 5 5 33% 冷却器修理

2003 年 1 月 31 2 29 0 5 5 17%   

2 月 28 3 25 0 7 7 28% 空調機故障

3 月 31 8 23 0 5 5 22% 定期点検 

計 365 50 315 0 61 61 19%   

 *保守以外の祝祭日は，使用可能日に含めた。 

 

（3）生体情報処理室 

吉村伸明，村田安永 

 

生理学研究所における中央コンピュータの利用形態は，

生体情報解析システム（高機能ワークステーション＋ア

プリケーション，高画質フルカラープリンタ等），情報

サービス（e-mail，net-news，WWW 等），ファイルサー

ビス，プログラム開発及びメディア変換などに分類する

ことができる。また，これらの利用形態を円滑に運用し

ていくためには，所内 LAN の管理，整備も重要である。

このような現状をふまえたうえで，中央コンピュータの

整備を進めている。 

生体情報解析システムは，平成 15 年 2 月に更新を行っ

た。導入したアプリケーションは高機能ワークステーシ

ョン上での利用のみならず，各部門施設の PC に直接イ

ンストールし，ライセンスサーバで認証を行うことで，

PCのCPUを使った利用も可能である。登録者は 63名で，

研究推進のための積極的な利用がある。高画質フルカラ

ープリンタは 241 枚の利用があった。 

生理学研究所のネットワーク利用状況は，メール登録

者が 370 名。WWW 登録者が 38 名。LAN の端末数が 940

台。所外からのメール受信数は 23,000／週。所外へのメ

ール発信数は 7,000／週。WWW は一年間に 13 万台の端

末からアクセスがあり，総アクセス数は 414 万回。所内

向けのダイヤルアップサービスは 118 回／週，13 時間／

週の利用があった。 
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③動物実験センター 

佐治俊幸 小木曽 昇  廣江猛 

【概要】 

平成 13 年度 3 月末に竣工したＥ地区分室も 5 月から稼

働を開始した。引き続き研究棟，研究支援棟の建築が進

行しており，2・3 期に移動予定部門の飼育機器の準備を

進めている。また，独立行政法人化への移行を視野に入

れ改修の必要のある機器（蒸気及びガス滅菌装置等）の

整備方法の検討に入った。 

E 地区分室増築に対しての運営経費増額が認められな

かったため，運営経費の不足分を補うために受益者負担

の原則にのっとり，飼料代とは別に飼育費の徴収を実施

することとなった。 

 

【A 地区 陸生動物室】 

平成 14 年度の飼育室利用部門数は，31 研究部門（生

理研 15 部門，基生研 8 部門，統合バイオサイエンスセ

ンター5 部門）であった。 

動物飼育数の増加傾向が頭打ちの傾向を示している。

これは，センター利用の減少を示すものではなく，飼育

スペースの制約により，これ以上の飼育数の増加が見込

めないためである。E 地区への展開により，飼育スペー

スの拡充が図られるため，次年度以降は，飼育数増が予

想される。また，抗体作製の外部委託化が進んでいるこ

とから，ウサギの飼育数が減少している。 

E 地区分室へ移動する飼育動物の受精卵凍結は順調に

進行し，2002/1/25 から始まった E 地区移動用の凍結件数

はのべ 53 件であった。 

E 地区分室の稼働前に長年の懸案であった，本館洗浄

室の床張替工事を実施した。工事期間中は洗浄作業が行

えないため，その作業が E 地区洗浄室で肩代わりできる

今回しか行うことが出来ないためである。更に，自動洗

浄機を更新し，消毒効果も期待できる効率的な洗浄作業

が行えるようになった。また，法規制の強化及び独立行

政法人化を視野に入れ，EOG 滅菌器の改修工事も実施し

た。 

 

【AE 地区 水生動物室】 

平成 14 年度の水生動物室利用状況は，生理研・基生

研両研究所あわせて 6部門・施設，36件の利用があった。 

加熱冷却ユニットの動作不良が 4 件，恒温室の制御装

置及び冷媒の補充，水槽の亀裂，活性炭濾過タンクの漏

水事故の修理を行った。 

E 地区水生動物室には，6 基の恒温循環水槽とゼブラ

フィッシュ用水槽 2 基を設置し，順調に稼働している。 

 
【E 地区 動物実験センター分室】 

今年度は 3 月末の分室完成により，4 月から大型機器

（オートクレーブ，ケージ洗浄機等）やそれらに関わる

飼育機器や器材の導入，A 地区からの実験機器や器具の

引っ越しを行った。 

さらに 7 月には SPF 区域のクリーアップ（ホルマリン

ガス殺菌）を実施し，8 月からマウスの飼育を開始した。

そこで，A 地区で凍結した受精卵を融解･移植または移

植をした件数は，のべ 21 件であり，これらすべてを SPF

化することができた。また，A 地区マウス検疫室のマウ

スのクリーン化を 9 件行った。 

利用部門数は 5 研究部門（機構 1 施設，生理研 1 部門，

統合バイオサイエンスセンター3 部門）であり，9 月に

は利用者全てに利用講習会を，また陸生動物利用者に対

して実務講習会を行った。 

マウスの SPF 化により系統維持動物の繁殖・実験の使

用までに期間を要することから，動物飼育数は緩やかに

増加傾向を示している。 

SPF 区域で飼育中のマウスについては，10 月，12 月，

平成 15 年 2 月と微生物モニタリング定期検査を行い，

病原性微生物は発見されなかった。 
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④共通施設 

（1）電子顕微鏡室 

前橋 寛 

 

（A）電子顕微鏡室の状況 

今年度は，今まで，日本電子 JEM-1200EX 型 透過型

電子顕微鏡 2 台と日立 S-800 型走査型電子顕微鏡の合計

3 台の保守契約を行っていたが，利用者数，利用率が高

まった為，日本電子 JEM-1010 型（2000 年 2 月，東京大

学医学部より移設）の透過型電子顕微鏡の保守契約も開

始し，計 4 台の保守契約を行った。 
 

（B）研究内容一覧表 

本年度，室を利用してなされた研究の総件数は 55 件で

あった。機構内では 43 件あり，機構外は，国内で 7 件，

国外ではイギリス，スペイン，ドイツ，中国，ハンガリ

ーの研究者による利用が 5 件あった。下記の表はその研

究部門・施設，大学，研究所と研究内容の一覧表である。 

陸生動物　部門別・動物種別搬入数(平成14年度)

部門　　　　　　　動物種 マウス ラット ウサギ モルモット ネコ サル フェレット

神経化学 1,984 72 0 0 0 0 0
超微小形態生理 21 146 1 0 0 0 0
細胞内代謝 103 0 0 0 0 0 0
生体膜 305 165 0 0 0 0 0
機能協関 343 302 19 37 0 0 0
神経情報 720 258 0 0 0 0 0
液性情報 43 6 0 0 0 0 0
高次神経機構 3,776 96 0 0 0 0 0
高次神経性調節 0 0 0 0 0 4 0
生体システム 0 0 0 0 3 7 0
高次脳機能 130 82 0 0 0 9 0
脳形態解析 259 142 3 18 0 0 0
大脳神経回路論 0 77 0 0 0 0 0
形態情報解析室 6 3 0 0 0 0 0
生体情報処理室 25 7 0 0 0 0 0

動物実験センター 627 37 0 3 0 0 0

細胞機構 0 0 13 0 0 0 0
細胞内ｴﾈﾙｷﾞｰ変換 109 0 0 0 0 0 0
細胞分化 93 0 0 0 0 0 0
感覚情報 337 0 7 0 0 0 0
行動制御 70 141 0 0 0 0 0
種分化第一 179 33 0 0 0 4 5
細胞器官培養 216 0 0 0 0 0 0
形質転換生物 227 0 0 0 0 0 0

分子発生 233 0 0 0 0 0 0
神経分化 25 0 0 0 0 0 0
ナノ形態生理 16 2 0 0 0 0 0
生命環境 1,272 4 0 0 0 0 0
細胞生理 21 0 0 0 0 0 0

11,140 1,573 52 58 3 24 5

水生動物　月別・動物種別搬入数(平成14年度)

メ ダ カ 200 1,100 1,000 2,300
ウ ニ 41 110 70 221

ヒ ト デ 3,750 1,480 90 5,320
キ ン ギ ョ 100 100 250 200 650

ホ ヤ 80 150 230

海 水 (t) 8 12 16 8 44

合 計 200 0 41 0 0 100 1,280 3,750 1,400 1,590 200 160 8,721

種　　　　　　　　　月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ３ 合計１１ １２ １ ２
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利用内容一覧表 

二研究所 
研究所 部門・施設 研究内容 

機能協関 ・細胞容積調節の分子メカニズムとその破綻防御 

・運動神経細胞の生存機能維持機構の形態学的研究 

・免疫染色によるタンパク（CFTR）の細胞（心筋）中の分布確認 

超微小形態生理 

 

 

・細胞内膜系の輸送現象の解析 

・複素電子顕微鏡の位相板の観察 

・唾液腺傍細胞輸送経路の検討 

神経化学 ・マウス上丘における GABA ニューロンの発生 

液性情報 ・運動失調マウスの脳組織構築の観察 
・マウス脳内における情報伝達にかかわる蛋白質の局在の同定 

神経情報 ・中枢神経系におけるアストロサイトの発生・分化 
・多能性前駆細胞からグリア細胞への分化メカニズムの解析 

大脳神経回路論 ・大脳皮質の神経回路の研究 
脳形態解析 ・視覚野可塑性における超微形態学的解析 

・Rat P3 cerebellum Purkinje cell climbing Piker synapse に存在する AMPA Receptor 数お

よび密度の SDS-LRL 法による解析。 

・SDS-FRL 法による受容体分子の局在観察 

・小脳プルキンエ細胞の三次元再構築 

統合バイオセンター戦略的

方法論 

・細胞，DNA タンパク質の電顕観察手法に関する研究 

・タンパク質の二次元展開に関する研究 

・複素電子顕微鏡の研究開発 

・リアノジンレセプターの高次構造解析 

形態情報解析室 ・小腸絨毛上皮下線維芽細胞の形態学的研究 

 

生理研 

技術課 ・コメツキムシの走査像微細構造観察 

・脊髄前角ニューロン細胞体の 3 次元解析 

生殖 ・生殖細胞の分化の分子機構の解析 

細胞機構 ・高等植物の細胞内物質輸送を解明するため，外来遺伝子産物もしくは内在性タンパ

ク質の免疫電顕 

・GFP で可視化されたペルオキシソーム観察 

・hsp90 ノックアウト株の形態学的解析 

種分化機構第二 ・植物細胞の微小管構築機構 

・地衣類の微細構造観察 

・ヒメツリガネゴケのホメオボックス遺伝子機能解析 

細胞増殖 ・ショウジョウバエ脳における神経細胞の微細形態の観察 

計時機構 ・生体膜，特に藍藻類の光合成膜の発達の微細構造的研究 

行動制御 ・発生期における大脳皮質ニューロンの移動過程の解析 
・小脳前核神経細胞の移動メカニズム解析 
・視床皮質投射系の形成機構に関する研究 

情報制御 ・葉緑体と関連タンパク質の細胞内分布観察 

感覚情報処理 ・免疫染色によるタンパク質局在の解析 
・ニワトリ網膜 Whole mount 等の観察 

遺伝子発現統御第一 ・イネにおける易変性変異体の解析 

細胞内エネルギ－変換機構 ・出芽酵母自食作用の研究 

 

基生研 

 

 

 

 

発生生物系個別研究 ・鱗翅目の発生過程の観察 
・歯科材料の生物適合性の検索 



生理学研究年報 第 24 巻（Dec,2003） 

70 

所外（国内） 
大学・研究所 研究代表者名 研究内容 

岐阜大学 松山 善次郎 電位依存性カルシウムチャネル異常による神経細胞死の検討 

琉球大学 中村 將 魚の性転換時の組織，細胞の観察 

東京大学 岸 光子 ﾀﾊﾞｺﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽの移行タンパク質を利用した原形質連絡タンパク質の解析 

東北大学 稲葉 一男 精子べん毛タンパク質の網等的解析 

東京歯科大学       橋本 貞光 唾液腺傍細胞輸送経路の検討  

松本歯科大学 佐原 紀行 唾液腺開口分泌エンドサイトーシスの検討 

(株)ダイアックス 松田 隆 電子顕微鏡用位相板の開発 

 
所外（国外） 

国名，大学，研究所 研究者名 研究内容 

イギリス 

オックスフォード大学 

SOMOGYI,Peter レプリカの観察 

イギリス 

オックスフォード大学 

ROBERTS,David レプリカの観察 

イギリス 

オックスフォード大学 

Guillermina Lopez-Bendito GABAB 受容体の局在解析 

スペイン 

Universidad de Cashilla-La Maucha 

Rafael Lijan-Miras GABAB 受容体の局在解析 

ドイツ 

フライブルク大学 

KULIK, Akos 膜上機能分子の局在解析 

中国 

K.Kleung Brain Research Centre 

WEN ,Wang  フラクチャーの観察 

ハンガリー 

バイオロジカルリサーチセンター

Mustardy,L. 免疫電顕法を用いた脂質生合成系の局在の研究 

 

 

（2）機器研究試作室 

                                            加藤勝巳 

【概要】 

機器研究試作室は多種多様な医学・生物学用実験機器

の開発と改良，それに関わる技術指導，技術相談を室の

役割としている。今，我々の周りには便利な物品があふ

れ，自分で工夫して作ったり，改良する機会が少なくな

り，新しい研究には新しい研究機器を作るという『もの

づくり』が希薄になり，一方で， 近の研究の多様化は

室に新たな役割の模索を迫っている。そうした認識のも

と，『ものづくり』能力の重要性の理解と機械工作ニー

ズの新たな発掘と展開を目指すために，室では，2000 年

度から，医学・生物学の実験研究に使用される実験装置

や器具を題材にして，機械工作の基礎的知識を実習主体

で行う機械工作基礎講座を開講し，2003 年度は，一軸式

簡易型マニュプレータの製作を題材に行っている。参加

希望者は，生理研 7 名，基生研 2 名で，ガイダンスの後

マンツーマンで 4 回の講習を行っており，一人のけが人

も無く無事に講習が終了する事を願っている。 

また，毎年，生理学研究所で，夏期に生理学分野に関

心を持つ大学・大学院生，若手研究者を対象とした実習

形式のトレーニングコースを開催しているが，平成 14

年度からは，その一コースを担当しており，今年度も「生

理学実験のための電気回路・機械工作」というテーマで

実施した。 

なお，機器研究試作室の平成 14 年度の利用状況は，

以下の通りである
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機器研究試作室利用機器表  （件数） 

 月 ﾎﾞｰﾙ盤 ﾌﾗｲｽ盤 ｺﾝﾀｰﾏｼﾝ 旋盤 横切盤 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ 切断機 ＮＣﾌﾗｲｽ盤 その他 計 

  4 10 5 12 7 9 1 4 2 15 65 

  5 16 14 17 10 9 6 12 1 25 110 

  6    8 19 15 11 12 10 6 1 31 113 

  7 28 37 23 21 14 9 4 7 44 187 

  8 28 23 18 15  7 8 5 2 36 142 

  9 24 28 24 14 10 7 5 8 31 151 

 10 30 32 17 6 19 6 2 12 15 139 

 11 22 29 23 4 14 8 8 2 12 122 

 12  4  8    4 3  2 4 1 1 12 39 

  1 16  7  9 8 12 8 2 0 15 77 

  2 35 22 24 9  2 15 4 2 18 131 

  3 21 17 20 15  0 15 6 4 16 114 

合計 242 241 206 123 110 97 59 42 270 1390 

 

機器研究試作室利用人数表 
  月   生理研   基生研   その他  合計 延べ時間 

   4 43 4    0 47 76 
   5 60 9    0 69 82 

   6 66 7    0 73 103 

   7 71 5    9 85 265 

   8 60 1    0 61 117 

   9 63 8    0 71 162 

  10 60 3    0 61 128 

  11 58 1    0 59 131 

  12 23 3    0 26 44 

   1 45 3    0 48 71 

   2 67 2    0 69 150 

   3 50 1    0 51 127 

 合計 666 47     9 722 1456 

 

 

機器研究試作室部門別利用状況 

高次神経性調節     110 名        ナノ形態生理      97 名    統合生理研究施設       90 名 
脳形態解析          75 名        生体膜                59 名     機能情報解析室         45 名 
心理生理学          40 名       動物実験センター     36 名       神経分化         24 名 
超微小形態生理      17 名        大脳神経回路論        17 名       形態情報解析室         16 名 
液性情報            14 名        神経情報               6 名       生命環境（狭間研）      6 名 
高次神経機構      3 名     生体情報処理室       2 名    神経化学           2 名 
細胞生理        2 名     細胞内代謝             1 名    電子顕微鏡室         1 名 
生体システム      1 名     技術課              1 名 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
時系列（高田研）    11 名        感覚情報処理           8 名       ＲＩ実験センター        5 名 
エネルギー変換       3 名        形態形成               3 名       生命環境（塚谷研）      3 名 
大型スペクトロ       3 名        技術課             3 名       細胞増殖               1 名 
細胞分化             1 名     情報制御               1 名       種分化機構第一          1 名 
生殖          1 名     遺伝子発現統御第一    1 名     形質転換生物         1 名 
人工気象室       1 名 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
分子研その他    9 名 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 研 究 発 表

  
a. 発表論文 

b. 学会発表 

【      】 
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発 表 論 文 
 

《神経化学研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1. Yamagata Y, Jovanovic JN, Czernik AJ, Greengard P & 

Obata K (2002) Bidirectional changes in synapsin I 

phosphorylation at MAP kinase-dependent sites by acute 

neuronal excitation in vivo. J Neurochem 80:835-842. 

2. Jin M, Tanaka S, Sekino Y, Ren Y, Yamazaki H, 

Kawai-Hirai R, Kojima N & Shirao T (2002) A novel, 

brain-specific mouse drebrin: cDNA cloning, chromosomal 

mapping, genomic structure, expression, and functional 

characterization. Genomics 79:686-692.  

3. Stork O, Ji FY & Obata K (2002) Reduction of 

extracellular GABA in the mouse amygdala during and 

following confrontation with a conditioned fear stimulus. 

Neurosci Lett 327:138-142.  

4. Stork O, Kojima N, Stork S, Kume N & Obata K (2002) 

Resistance to alcohol withdrawal-induced behaviour in 

Fyn transgenic mice and its reversal by ifenprodil. Mol 

Brain Res 105:126-135. 

2) その他 

1. 山肩葉子（2002）神経活動と Ca2+/カルモジュリン

依存性プロテインキナ-ゼ II。蛋白質 核酸 酵素  

47:51-57。 

2. 柳川右千夫，小幡邦彦（2002）GABA トランスポー

ター（御子柴克彦・清水隆夫 編）バイオサイエン

スの新世紀 第 12 巻 感覚器官と脳内情報処理 共

立出版 pp.116-120。 

3. 小幡邦彦（2003）GABA 合成酵素（GAD）ノックア

ウトマウスでみた GAD と GABA の作用 脳と神経 

54:1034-1040。 

 

 

《超微小形態生理研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1. Morita H, Ogino T, Seo Y, Fujiki N, Tanaka K, Takamata 

A, Nakamura S, Murakami M (2002) Detection of 

hypothalamic activation by manganese ion contrasted 

T1-weighted magnetic resonance imaging in rats. 

Neurosci Lett 326: 101-104. 

2. Seo Y, Takamata A, Ogino T, Morita H, Nakamura S, 

Murakami M (2002) Water permeability of capillaries in 

the subfornical organs of rats determined by Gd-DTPA2- 

enhanced 1H magnetic resonance imaging. J Physiol 

545: 217-228. 

3. Yoshimura K, Fujita-Yoshigaki J, Murakami M, Segawa 

A (2002) Cyclic AMP has distinct effects from Ca2+ in 

evoking priming and fusion/exocytosis in parotid 

amylase secretion. Pflugers Arch 444: 586-596. 

2) その他 

1. 大橋正人，吉森 保（2002）エンドソーム：分子と

シグナルを選別する変幻自在のオルガネラ。細胞工

学（秀潤社）21：866-876 

 

 
 

《細胞内代謝研究部門》 

 

2) その他 

1. Mohri T，Chambers EL, Landowne D (2002) Separate 

effects of calcium chelator on cytosolic Ca2+ and the 

Ca2+-activated membrane current in sea urchin eggs at 

fertilization. Zool Sci 19 (12) pp. 1443 

 2. Awaji T, Ogata M, Iwasaki N, Iwamoto, Y. & Miyazaki S 

(2002.3) Nuclear translocation of SHP and visuali-zation 

of interaction with HNF-4α in living cells. Jpn J 

Physiol 52 (Suppl) : S54   

3. Kohchi Z, Hirose K, Shirakawa H, Iino M & Miyazaki 

S (2002.3) Spatiotemporal dynamics of inositol 1,4,5- 
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trisphosphate and phosphatidylinositol 4,5-bisphos-phate 

in mouse eggs using GFP-PHD probe. Jpn J Physiol 51 

(Suppl) : S50   

 

 
 

《生体膜研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1. Takahashi N, Nemoto T, Kimura R, Tachikawa, A, 

Miwa A, Okado H, Miyashita Y, Iino M, Kadowaki T, 

Kasai H (2002) Two-photon excitation imaging of 

pancreatic islets with various fluorescent probes. 

Diabetes 51: S25-S28. 

2. Kasai H, Suzuki T, Liu T, Kishimoto T, Takahashi N 

(2002) Fast and cAMP-sensitive mode of Ca2+-dependent 

exocytosis in pancreatic β cells. Diabetes 51: S19-S24. 

3. Takahashi N, Kishimoto T, Nemoto T, Kadowaki T, 

Kasai H (2002)  Fusion pore dynamics and insulin 

granule exocytosis in the pancreatic islet. Science 

297,1349-1352. 

4. Noda M, Yamashita S, Takahashi N, Eto K, Shen L, 

Izumi K, Daniel S, Tsubamoto Y, Nemoto T, Iino M, 

Kasai H, Sharp GW, Kadowaki T (2002)  Switch to 

anaerobic glucose metabolism with NADH accumulation 

in the β-cell model of mitochondrial diabetes: 

Characteristics of  βHC9 cells deficient in mitochondrial 

DNA transcription. J Biol. Chem. 277,  41817-26. 

2) その他 

1. 河西春郎，根本知己，松崎政紀，早川泰之 (2002) 

2 光子励起法による神経機能研究。生物物理 

42:91-94。 

2. 河西春郎，松崎政紀，野口 潤，安松信明 (2002) 中

枢神経樹状突起スパインの形態と機能。日本神経精

神薬理学雑誌 22:159-164。 

3. 

高橋倫子 (2002) 生活習慣病に新しい光で迫る。 文部

科学省「ST ジャーナル」11:54-55。 

 

 

《機能協関研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Peti-Peterdi J, Morishima S, Bell PD & Okada Y (2002) 

Two-photon excitation fluorescence imaging of the 

living juxtaglomerular apparatus. Am J Physiol 283: 

F197-F201. 

2.  Zhou S-S, Takai A & Okada Y (2002) Regulation of 

cardiac CFTR Cl- channel activity by a Mg2+-dependent 

protein phosphatase. Pflugers Arch Eur J Physiol 444: 

327-334. 

3.  Dutta AK, Okada Y & Sabirov RZ (2002) Regulation of 

an ATP-conductive large-conductance anion channel 

and swelling-induced ATP release by arachidonic acid. J 

Physiol (London) 542: 803-816. 

4.  Ando-Akatsuka Y, Abdullaev IF, Lee EL, Okada Y & 

Sabirov RZ (2002) Down-regulation of volume-sensitive 

Cl- channels by CFTR is mediated by the second 

nucleotide-binding domain. Pflugers Arch Eur J Physiol 

445: 177-186. 

5. Mori S, Morishima S, Takasaki M & Okada Y (2002) 

Impaired activity of volume-sensitive anion channel 

during lactacidosis-induced swelling in neuronally 

differentiated NG108-15 cells. Brain Res 957: 1-11. 

6. Hara Y, Wakamori M, Ishii M, Maeno E, Nishida M, 

Yoshida T, Yamada H, Shimizu S, Mori E, Kudoh J, 

Shimizu N, Kurose H, Okada Y, Imoto K & Mori Y 

(2002) LTRPC2 Ca2+-permeable channel activated by 

changes in redox status confers susceptibility to cell 

death. Molecular Cell 9: 163-173. 

2) その他 

1. 岡田泰伸，サビロブ ラブシャン (2002) 容積感受性

Cl チャネルと CFTR。医学のあゆみ 201: 1055-1060 

2. 岡田泰伸，サビロブ ラブシャン，清水貴浩 (2002) 

クロライドチャネルの新しい機能：ATP 放出と細胞

死誘導。生体の科学 53: 323-330 

3. 岡田泰伸  (訳者代表) (2002)“医科生理学展望” 

(原書 20 版) 丸善，東京
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《神経情報研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1. Ishibashi, T., Dupree, J. L., Ikenaka, K., Hirahara, Y., 

Honke, K., Peles, E., Popko, B., Suzuki, K., Nishino, H. 

and Baba, H. (2002) A myelin galactolipid, sulfatide, is 

essential for maintenance of ion channels on myelinated 

axon but not essential for initial cluster formation. 

J.Neurosci., 22, 6507-6514 

2. Takebayashi, H., Nabeshima, Y., Yoshida, S., Chisaka, 

O., Ikenaka, K. and Nabeshima, Y. (2002) The basic 

helix-loop-helix factor Olig2 is essential for develop-

ment of motoneuron and oligodendrocyte lineages. 

Current Biology, 12(13), 1157-1163 

3. Takebayashi, H., Ohtsuki, T., Uchida, T., Kawamoto, S., 

Okubo K., Ikenaka, K., Takeichi, M., Chisaka, O. and 

Nabeshima Y. (2002) Non-overlapping expression of 

Olig3 and Olig2 in the embryonic neural tube. Mec. Dev. 

113(2), 169-174 

4. Akahane, M., Kuriyama, S., Ohgushi, H., Akahane, T., 

Kawamura, K., Watanabe, S., Funakoshi, F., Yoshiji, H., 

Ikenaka, K. and Takakura Y. (2002) Enhansing and 

suppressing effects of dexamethasone on transgene 

expression in vitro. Intl. J. Mol. Med. 10, 107-112 

5. Baba, H., Hida, H., Kodama, Y., Jung, C-G., Wu, C-Z., 

Nanmoku, K., Ikenaka, K and Nishino, H. (2002) 

Efficient gene transfer to neural stem cells by high titer 

retroviral vectors. in “Catecholamine Research” edited 

by Nagatsu, et al., Kluwer Academic/Plenum Publishers, 

pp297-300 

2) その他 

1. 中平英子，長谷川明子，池中一裕 (2002) グリア細

胞の発生分化 特集グリアの生物科学 神経研究

の進歩，医学書院，46(4)，489-497 

2. 南木浩二，池中一裕 (2002) レトロウィルスを用い

た神経機能解析 第４章 新しい技術開発 御子

柴克彦，清水孝雄編 日本生化学会編集「感覚器官

と脳内情報処理」，共立出版，pp.245-253 

3. 鹿川哲史，竹林浩秀，池中一裕 (2002) グリア細胞

分化制御の分子基盤 特集 神経幹細胞研究の新

展開 分子細胞治療，先端医学社，pp.34-39 

4. 長谷川明子，中平英子，池中一裕 (2002) 8。グリア

細胞の発生分化 第１章 神経発生と神経系のパ

ターン形成 仲村春和，村上富士夫編「脳・神経研

究のフロンティア」，実験医学，20(5)，羊土社，73-81 

 

 

《液性情報研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1. Hara Y, Wakamori M, Ishii M, Maeno E, Nishida M, 

Yoshida T. Yamada H, Shimizu S, Mori E, Kudoh J, 

Shimizu N, Kurose H, Okada Y, Imoto K, Mori Y 

(2002) LTRPC2 Ca2+-permeable channel activated by 

changes in redox status confers susceptibility to cell 

death. Molecular Cell 9:163-173.  

2. Morii T, Sato S, Hagihara M, Mori Y, Imoto K, Makino 

K (2002) Structure-based design of a leucine zipper 

protein with new DNA contacting region. Biochemistry 

41:2177-2183. 

3. Morii T, Sugimoto K, Makino K, Otsuka M, Imoto K, 

Mori Y (2002) A new fluorescent biosensor for inositol 

trisphosphate. J Am Chem Soc 124:1138-1139. 

4. Matsushita K, Wakamori M, Rhyu I.-J, Arii T, Oda S, 

Mori Y, Imoto K (2002) Bidirectional alterations in 

cerebellar synaptic transmission of tottering and rolling 

Ca2+ channel mutant mice. J Neurosci 22:4388-4398. 

5.  Proenza C, O'Brien J, Nakai J, Mukherjee S, Allen 

PD, Beam KG (2002) Identification of a region of 

RYR1 that participates in allosteric coupling with the α 

1S (CaV1.1) II-III loop. J Biol Chem 277: 6530-6535. 

6.  Kato K, Wakamori M, Mori Y, Imoto K, Kitamura K 

(2002) Inhibitory effects of cilnidipine on peripheral and 

brain N-type Ca2+ channels expressed in BHK cells. 

Neuropharmacology 42:1099-1108. 

7.  Protasi F, Paolini C, Nakai J, Beam KG, Franzini- 

Armstrong C, Allen PD (2002) Multiple regions of 
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RyR1 mediate functional and structural interactions with 

α1S-DHPR in skeletal muscle. Biophys J 83:3230-3244. 

2) その他 

1.  Mori Y, Inoue R, Ishii M, Hara Y, Imoto K (2002) 

Dissecting recetpor-mediated Ca2+ influx pathways:TRP 

channels and their native counterparts. Jpn J Pharmacol 

87:245-252. 

2.  井本 敬二，松下 かおり(2002)電位依存性 Na+チャ

ネル・Ca2+チャネルと神経疾患。医学のあゆみ 

201:1128-1132 

3.  中井淳一，大倉正道 (2002) GFP を用いた蛍光カル

シウムプローブ G-CaMP の開発。比較生理生化学 

19:135-145  

 

 

 

《高次神経機構研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Kawasaki T, Bekku Y, Suto F, Kitsukawa T, Taniguchi 

M, Nagatsu I, Nagatsu T, Itoh K, Yagi T, Fujisawa H 

(2002) Requirement of neuropilin 1-mediated Sema3A 

signals in patterning of the sympathetic nervous system. 

Development 129: 671-680. 

2.  Maekawa M, Toyama Y, Yasuda M, Yagi T, Yuasa S

（ 2002） Fyn Tyrosine Kinase in Sertoli Cells Is 

Involved in Mouse Spermatogenesis. Biol Reprod 66: 

211-221. 

3. Osada T, Kusakabe H, Akutsu H, Yagi T, Yanagimachi 

R (2002) Adult murine neurons: their chromatine and 

chromosome changes and failure to support embryonic 

development as revealed by nuclear transfer. Cytogenet. 

Genome Res 97: 7-12. 

4. Hironaka N, Yagi T, Niki H (2002) Light-potentiation of 

acoustic startle response (ASR) and monoamine efflux 

related to fearfulness in Fyn-deficient mice. Molecular 

Brain Research 98: 102-110  

5. Sasaki Y, Cheng C, Uchida Y, Nakajima O, Ohshima T, 

Yagi T, Taniguchi M, Nakayama T, Kishida R, Kudo Y, 

Ohno S, Nakamura F, Goshima Y (2002) Fyn and Cdk5 

Mediate Semaphorin-3A Signaling, Which is Involved 

in Regulation of Dendrite Orientation in Cerebral Cortex. 

Neuron 35: 907-920. 

6. Kanda H, Igaki T, Kanuka H, Yagi T, Miura M (2002) 

Wengen, a member of the Drosophila TNF receptor 

superfamily, is required for Eiger signaling. J. Biol. 

Chem 277:28372-28375. 

7. Yasuda K, Nagafuku M, Shima T, Okada M, Yagi T, 

Yamada T, Minami Y, Kato A, Tani-Ichi S, Hamaoka 

T, Kosugi A (2002) Cutting edge: Fyn is essential for 

tyrosinase phosphorylation of Csk-binding protein/ 

phosphoprotein associated with glycolipid-enriched 

microdomains in lipid rafts in resting T cells. J. 

Immunol. 169:2813-2817 

8. Mizushima H, Zho CJ, Dohi K, Horai R, Asano M, 

Iwakura Y, Hirabayashi T, Arata S, Nakajo S, Takaki A, 

Ohtaki H, Shioda S (2002) Reduced postischemic 

apoptosis in the hippocampus of mice deficient in 

interleukin-1. J. Comp. Neurol 448:203-216. 

9. Masuda Y, Nishida A, Hori K, Hirabayashi T, Kajimoto 

S, Nakajo S, Kondo M, Asaka M, Nakaya K (2002) 

β-Hydroxyisovalerylshikonin induces apoptosis in 

human leukemia cells by inhibiting the activity of a 

polo-like kinase 1(PLK1) . oncogene 22: 1012-1023  

2) その他 

1.  八木 健（2002）生命の知恵 多様性をもたらす無

駄  科学。72: 323-329。  

2.  武藤哲司，八木 健（2002）脳機能形成メカニズム

に関与する多様化した接着分子群-シナプスに存在

する接着分子の多様性と分子間相互作用について-。

脳の科学 24:747-754。  

3. Yagi T, Tada M, Tanaka Y, Senzaki K, Hirayama T, 

Hamada S, Sugino H(2002)Diversity of the cadherin- 

related neuronal receptor family in the nervous system. 

International Congress Series 1246: 127-1。
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《高次神経性調節研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Sugihara H, Murakami I, Shenoy KV, Andersen RA & 

Komatsu H (2002) Response of MSTd neurons to 

simulated 3D-orientation of rotating planes. J 

Neurophysiol 87:273-285. 

2.  Onishi A, Koike S, Ida-Hosonuma M, Imai H, Shichida 

Y, Takenaka O, Hanazawa A, Komatsu H, Mikami A, 

Goto S, Suryobroto B, Farajallah A, Varavudhi P, 

Eakavhibata C, Kitahara K & Yamamori T (2002) 

Variations in long- and middle-wavelength-sensitive 

opsin gene loci in crab-eating monkeys. Vision Res 

42:281-292. 

3.  Tani T, Yokoi I, Ito M, Tanaka S & Komatsu H (2003) 

Functional organization of the cat visual cortex in 

relation to the representation of uniform surface. J 

Neurophysiol 89:1112-1125. 

2) その他 

1.  Komatsu H, Kinoshita M & Murakami I (2002) Neural 

responses in the primary visual cortex of the monkey 

during perceptual filling-in at the blind spot. Neurosci 

Res 44:231-236. 

2.  小松英彦 (2002) 視覚における脳内表現。 脳の情報

表現（銅谷賢治，伊藤浩之他編）pp. 25-41，朝倉書

店，東京 

 

 

《生体システム研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Matsui T, Kuze B, Matsuyama K, Mori S (in press) 

Locomotor driving signals descending from cerebellar 

and mesencephalic regions in the cat. J Neurophysiol. 

2.  Okumura T, Dobolyi A, Matsuyama K, Mori F, Mori S 

(in press) 5-HT innervation of output neurons and 

cholinergic interneurons in the cat neostriatum. J Comp 

Neurol.   

3.  Tachibana A, Mori F, Boliek, C A, Nakajima K, Takasu 

C, Mori S (2003) Acquisition of operant-trained bipedal 

locomotion in Juvenile Japanese monkeys (Macaca 

fuscata): A longitudinal study. Motor Control 7: 388-410. 

2) その他 

1.  森 茂美 (2002) 脳の巧みさと立つ・歩く仕組み。科

学 72: 344-352 

2.  南部 篤 (2002) 大脳基底核の機能 -パーキンソン

病理解のために。臨床リハ 11: 1095-1101 

3.  Mori S, Nakajima K, Mori F (2003) Fastigial nucleus as 

a center for control and integration of posture and 

locomotion: Parallel control of multiple motor segments. 

In Brain Mechanisms for the Integration of Posture and 

movement. Progress in Brain Research. Elsevier, 

Amsterdam 143:341-351. 

4. Nakajima K, Mori F, Okumura T, Tachibana A, Takasu 

C, Mori M, Mori S (2003) Comparison of characteristics 

between quadrupedal and bipedal locomotion in a single 

Japanese monkey (M. fuscata): kinematic analyses. In 

Brain Mechanisms for the Integration of Posture and 

movement. Progress in Brain Research. Elsevier, 

Amsterdam 143:183-190. 

5. Mori F, Nakajima K, Tachibana A, Takasu C, Mori M, 

Tsujimoto T, Tsukada H, Mori S (2003) Reactive and 

anticipatory control of posture and bipedal locomotion 

in a nonhuman primate. In Brain Mechanisms for the 

Integration of Posture and movement. Progress in Brain 

Research. Elsevier, Amsterdam 143:191-198. 
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《高次液性調節研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1. Nakahara K, Hayashi T, Konishi S & Miyashita Y 

(2002) Functional MRI of macaque monkeys performing 

a cognitive set-shifting task. Science 295:1532-1536. 

2. Kikyo H, Ohki K & Miyashita Y (2002) Neural 

correlates for "feeling-of-knowing": an fMRI parametric 

analysis. Neuron 36:177-186. 

3. Konishi S, Hayashi T, Uchida I, Kikyo H, Takahashi E 

& Miyashita Y (2002) Hemispheric asymmetry in 

human lateral frontal cortex during cognitive set shifting. 

Proc Natl Acad Sci USA 99:7803-7808. 

4. Hasegawa I & Miyashita Y (2002) Making categories: 

expert neurons look into key features. Nature 

neuroscience 5:90-91. 

5. Konishi S, Uchida I, Okuaki T, Machida T, Shirouzu I & 

Miyashita Y (2002) Neural correlates of recency 

judgment. J Neurosci 22:9549-9555. 

6. Homae F, Hashimoto R, Nakajima K, Miyashita Y & 

Sakai K L (2002) From perception to sentence 

comprehension: the convergence of auditory and visual 
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NeuroImage 16:883-900. 

7. Tokuyama W, Okuno H, Hashimoto T, Li X Y & 

Miyashita Y (2002) Selective zif268 mRNA induction 

in the perirhinal cortex macaque of monkeys during 

formation of visual pair-association memory. J 

Neurochem 81:60-70. 
 

 

 

《脳形態解析研究部門》 

    

1) 英文原著論文 

1.  Kulik A, Nakadate K, Nyiri G, Notomi T, Malitschek B, 

Bettler B & Shigemoto R (2002) Distinct localization of 

GABAB receptors relative to synaptic sites in the rat 

cerebellum and ventrobasal thalamus. Eur J Neurosci 

15: 291-307. 

2.  Lopez-Bendito G, Shigemoto R, Fairen A & Lujan R 

(2002) Differential distribution of group I metabotropic 

glutamate receptors during rat cortical development. 

Cereb Cortex 12:625-638. 

3.  Millan C, Lujan R, Shigemoto R & Sanchez-Prieto J 

(2002) The Inhibition of glutamate release by 

metabotropic glutamate receptor 7 affects both [Ca2+] C 

and camp. J Biol Chem 277:14092-14101. 

4.  Dalezios Y, Lujan R, Shigemoto R, Roberts J.D.B & 

Somogyi P (2002) Enrichment of mGluR7a in the 

presynaptic active zones of GABAergic and 

non-GABAergic terminals on interneurons in the rat 

somatosensory cortex. Cereb Cortex 12:961-974. 

5. Kitano J, Kimura K, Yamazaki Y, Soda T, Shigemoto R, 

Nakajima Y & Nakanishi S (2002) Tamalin, a PDZ 

domain-containing protein, links a protein complex 

formation of group 1 metabotropic glutamate receptors 

and the guanine nucleotide exchange factor cytohesins. J 

Neurosci 22: 1280-1289. 

6.  Lopez-Bendito G, Shigemoto R, Kulik A, Paulsen O, 

Fairen A & Lujan R (2002) Expression and distribution 

of metabotropic GABA receptor subtypes GABABR1 

and GABABR2 during rat neocortical development. Eur 

J Neurosci 15: 1766-1778. 

7.  Losonczy A, Zhang L, Shigemoto R, Somogyi P & 

Nusser Z (2002) Cell type dependence and variability in 

the short-term plasticity of EPSCs in identified mouse 

hippocampal interneurones. J. Physiol 542(1): 193-210. 

8.  Millan C, Lujan R, Shigemoto R & Sanchez-Prieto J 

(2002) Subtype-specific expression of groupIII 

metabotropic glutamate receptors and Ca2+-channels in 

single nerve terminals. J Biol Chem 277: 47796-47803.  

9.  Lorincz A, Notomi T, Tamas G, Shigemoto R & Nusser 

Z (2002) Polarized and compartment-dependent 

distribution on HCN1 in pyramidal cell dendrites. Nat 

Neurosci 5:1185-1193. 

10.  Momiyama T (2002) Parallel decrease in the (-conotoxin 

sensitive transmission and dopamine-induced inhibition at 
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the striatal synapse of developing rats. J Physiol (Lond) 

546:483-490. 

2) その他 

1.  Momiyama T (2002) Role of presynaptic dopamine 

D2-like receptors in midbrain dopaminergic system. 

"Catecholamine research: from molecular insights to 

clinical medicine" (Eds. Nagatsu T, Nabeshima T, 

McCarthy R & Goldstein D), Kluwer Academic/Plenum 

Publishers, New York, pp. 183-186. 

2.  籾山俊彦 (2002) 中枢シナプス伝達を制御するカル

シウムチャネル。日本薬理学雑誌 119: 235-240 

 

 

《心理生理学研究部門》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Hanakawa T, Honda M, Sawamoto N, Okada T, 

Yonekura Y, Fukuyama H & Shibasaki H (2002) The 

Role of rostral Brodmann area 6 in mental-operation 

tasks: an integrative neuroimaging approach. Cereb 

Cortex 12:1157-1170. 

2.  Iidaka T, Okada T, Murata T, Omori M, Kosaka H, 

Sadato N & Yonekura Y (2002) Age-related differences 

in the medial temporal lobe responses to emotional faces 

as revealed by fMRI. Hippocampus 12:352-362. 

3.  Kanosue K, Sadato N, Okada T, Yoda T, Nakai S, 

Yoshida K, Hosono T, Nagashima K, Yagishita T, Inoue 

O, Kobayashi K & Yonekura Y (2002) Brain activation 

during whole body cooling in humans studied with 

functional magnetic resonance imaging. Neurosci Lett 

329:157-160. 

4.  Kitagawa Y, Nishizawa S, Sano K, Sadato N, Maruta Y, 

Ogasawara T, Nakamura M & Yonekura Y (2002) 

Whole-body F-18-fluorodeoxyglucose positron emission 

tomography in patients with head and neck cancer. Oral 

Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 

93:202-207. 

5.  Kosaka H, Omori M, Murata T, Iidaka T, Yamada H, 

Okada T, Takahashi T, Sadato N, Itoh H, Yonekura Y & 

Wada Y (2002) Differential amygdala response during 

facial recognition in patients with schizophrenia: an 

fMRI study. Schizophr Res 57:87-95. 

6.  Matsuo K, Kato C, Ozawa F, Takehara Y, Isoda H, 

Isogai S, Moriya T, Sakahara H, Okada T & Nakai T 

(2002) Manipulo-spatial processing of ideographhic 

characters in left-handers: observation in fMRI. Magn 

Reson Med Sci 1:21-26. 

7.  Muramoto S, Uematsu H, Kimura H, Ishimori Y, Sadato 

N, Oyama N, Matsuda T, Kawamura Y, Yonekura Y, 

Okada K & Itoh H (2002) Differentiation of prostate 

cancer from benign prostate hypertrophy using 

dual-echo dynamic contrast MR imaging. Eur J Radiol 

44:52-58. 

8.  Muramoto S, Uematsu H, Sadato N, Tsuchida T, 

Matsuda T, Hatabu H, Yonekura Y & Itoh H (2002) 

H-2
(15)0 positron emission tomography validation of 

semiquantitative prostate blood flow determined by 

double-echo dynamic MRI: A preliminary study. J 

Comput Assist Tomogr 26:510-514. 

9.  Naito E, Kochiyama T, Kitada R, Nakamura S, 

Matsumura M, Yonekura Y & Sadato N (2002) 

Internally simulated movement sensations during motor 

imagery activate cortical motor areas and the cerebellum. 

J Neurosci 22:3683-3691. 

10.  Nakamura K, Honda M, Hirano S, Oga T, Sawamoto N, 

Hanakawa T, Inoue H, Ito J, Matsuda T, Fukuyama H & 

Shibasaki H (2002) Modulation of the visual word 

retrieval system in writing: a functional MRI study on 

the Japanese orthographies. J Cogn Neurosci 

14:104-115. 

11.  Oga T, Honda M, Toma K, Murase N, Okada T, 

Hanakawa T, Sawamoto N, Nagamine T, Konishi J, 

Fukuyama H, Kaji R & Shibasaki H (2002) Abnormal 

cortical mechanisms of voluntary muscle relaxation in 

patients with writer's cramp: an fMRI study. Brain 

125:895-903. 

12.  Oohashi T, Kawai N, Honda M, Nakamura S, Morimoto 

M, Nishina E & Maekawa T (2002) Electroencephalo-

graphic measurement of possession trance in the field. 
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Clin Neurophysiol 113:435-445. 

13.  Oyama N, Akino H, Kanamaru H, Suzuki Y, Muramoto 

S, Yonekura Y, Sadato N, Yamamoto K & Okada K 

(2002) 11C-acetate PET imaging of prostate cancer. J 

Nucl Med 43:181-186. 

14.  Sadato N, Okada T, Honda M & Yonekura Y (2002) 

Critical period for cross-modal plasticity in blind 

humans: a functional MRI study. Neuroimage 

16:389-400. 

15.  Sawamoto N, Honda M, Hanakawa T, Fukuyama H & 

Shibasaki H (2002) Cognitive slowing in Parkinson's 

disease: a behavioral evaluation independent of motor 

slowing. J Neurosci 22:5198-5203. 

16.  Tanaka S, Michimata C, Kaminaga T, Honda M & 

Sadato N (2002) Superior digit memory of abacus 

experts: An event-related functional MRI study. 

Neuroreport 13:2187-2191. 

17.  Tsuchida T, Sadato N, Nishizawa S, Yonekura Y & Itoh 

H (2002) Effect of postprandial hyperglycaemia in 

non-invasive measurement of cerebral metabolic rate of 

glucose in non-diabetic subjects. Eur J Nucl Med Mol 

Imaging 29:248-250. 

18. Uematsu H, Maeda M, Sadato N, Ishimori Y, Matsuda T, 

Koshimoto Y, Kimura H, Yamada H, Kawamura Y, 

Takeuchi H, Yonekura Y & Itoh H (2002) Measurement 

of the vascularity and vascular leakage of gliomas by 

double-echo dynamic magnetic resonance imaging - A 

preliminary study. Invest Radiol 37:571-576. 

2) その他 

1.  本田 学 (2002) 事象関連 fMRI の方法論と応用。

臨床脳波 44:137-141。  

2.  本田 学 (2002)「言語」という道具の限界を明らか

にする「言語の脳科学」を。科学 72:926 

3. 本田 学，村田 昇 (2002) fMRI 画像解析への応用。

“臨時別冊・数理科学 SGC ライブラリ 18 独立

成分分析-多変量データ解析の新しい方法”。（甘

利 俊一，村田 昇 共編著）pp. 63-70，サイエン

ス社，東京 

4. Oohashi T, Nishina E, Honda M (2001) Multidiscipli-

nary study on the hypersonic effect. In: Inter-areal 

coupling of human brain function (Shibasaki H et al., 

Ed.) Amsterdam: Elsevier Science, pp.27-42. 

5.  定藤規弘 (2002) 非侵襲的脳機能画像法を用いた高

次脳機能障害の画像化。   BIO Clinica 17:499-503 

6.  定藤規弘 (2002) 人間の脳活動の画像化 歴史と展

望。科学 72:288-294 

7.  Sadato N & Yonekura Y (2002) The cortico-cortical 

circuitry of the cross-modal plasticity in the blind. 

"Iner-areal Coupling of Human Brain Function" (Eds. 

Shibasaki H, Fukuyama H, Nagamine T & Mima T), 

Elsevier, Amsterdam, pp.159-164. 

8.  定藤規弘（2002）局所脳血流測定による人間の高次

脳機能の画像化:（赤池紀扶・東英穂・阿部康二・久

保千春編）脳機能の解明 生命科学の主潮流 

pp.349-353, ガイア出版会 

9. 澤本伸克，本田 学 (2002) 痛みのイメージング。

神経研究の進歩 46:431-440 

10. 米倉義晴，定藤規弘 (2002) 機能的 MRI と PET を

用いた脳賦活検査。RADIOISOTOPES 51:34-41。

 

 

《形態情報解析室》 

 

1) 英文原著論文 

1. Ko SBH, Naruse S, Kitagawa M, Ishiguro H, Furuya S, 

Mizuno N, Wang Y, Yoshikawa T, Suzuki A, Shimano 

S & Hayakawa T (2002) Aquaporins in rat pancreatic 

interlobular ducts. Am J Physiol 282: G324-G331. 

2. Furuya S, Naruse S, Ko SBH, Ishiguro H, Yoshikawa T 

& Hayakawa T (2002) Distribution of aquapolin 1 in the 

rat pancreatic duct system examined with light- and 

electron-microscopic immunohistochemistry. Cell 

Tissue Res 308: 75-86. 

3. Ohno T, Sengoku M & Arii T (2002) Measurements of 

electron beam damage for organic crystals in a high 

voltage electron microscope with image plates. Micron 

33: 403-406.   

4. Matsushita K, Wakamori M, Rhyu IJ, Arii T, Oda S, 

Mori Y, Imoto K. (2002) Bidirectional alterations in 
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cerebellar synaptic transmission of tottering and rolling 

Ca2+ channel mutant mice. J Neurosci., 22, 4388-9. 

2) その他 

1. 古家園子，古家喜四夫，(2002) 小腸絨毛上皮下線維

芽細胞における Ca2+波伝播と ATP 放出のメカニズ

ム。Acta Anatomica Nipponica, 77:Suppl. 30. 

2. Katagiri N, Shigematsu Y, Arii T, Katagiri Y(2002) 

Three-dimensional analysis on the peculiar stellate 

muscle cells examined with high voltage TEM. Acta 

Anatomica Nipponica, 77:Suppl. 86. 

3. Katagiri N, Shigematsu Y, Okano M, Arii T, Katagiri Y

（2002）Three-dimensional analysis on the axons of 

dermal photoreceptor cells in the dorsal mantle of the 

juvenile Onchidium with high voltage electron 

microscope.  Keio J Medicine 51: Suppl. 1, 47. 

4. Furuya S, Furuya K (2002) Cell-shape-dependent 

change of mechanically induces Ca2+ response and ATP 

release in subepithelial fibroblasts of rat small intestinal 

villi. Molecular Biology of Cell. 13: Suppl. 13, 78a 

 

 

 

《生体情報処理室》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Ohno-Shosaku T, Shosaku J, Tsubokawa H & Kano M 

(2002) Cooperative endocannabinoid production by 

neuronal depolarization and group I metabotropic glutamate 

receptor activation. Eur J Neurosci 15:953-961. 

2.  Ohno-Shosaku T, Tsubokawa H, Mizushima I, Yoneda 

N, Zimmer A & Kano M (2002) Presynaptic cannabinoid 

sensitivity is a major determinant of depolarization-induced 

retrograde suppression at hippocampal synapses. J Neurosci 

22:3864-3872. 

3.  Miyawaki T, Tsubokawa H, Yokota H, Oguro K, Konno 

K, Masuzawa T & Kawai N (2002) Differential effects 

of novel wasp toxin on rat hippocampal interneurons. 

Neurosci Lett 328:25-28. 

4.  Takagi S, Obata K & Tsubokawa H (2002) GABAergic 

input contributes to activity-dependent change in cell 

volume in the hippocampal CA1 region. Neurosci Res 

44:315-324. 

2) その他 

1.  坪川 宏 (2002) スライスパッチ法と光学イメージ

ング法を用いた海馬 CA1 野錐体細胞の虚血後病態

の解析."虚血性神経細胞死の分子機構とその制御" 

(川合 述史 編)，クバプロ，東京 p89。 

 

 

《高次脳機能研究プロジェクト》 

 

1) 英文原著論文 

1. Endo T, Isa T (2002) Postsynaptic and presynaptic 

GABABreceptor-mediated inhibition in rat superficial 

superior colliculus neurons. Neurosci Lett 322: 126-136． 

2. Kobayashi Y, Inoue Y, Yamamoto M, Isa T, Aizawa H 

(2002) Contribution of pedunculopontine tegmental 

nucleus neurons to performance of visually guided 

saccade tasks in monkeys. Journal of Neurophysiology, 

88:715-731. 

2) その他 

1. Isa T, Sasaki S (2002) Brainstem control of head 

movements during orientation; organization of the 

premotor circuits. Progress in Neurobiology, 66: 

205-241. 

2. Alstermark B, Isa T (2002) Premotoneuronal and direct 

corticomotoneuronal control in the cat and macaque 

monkey. In Movement and Sensation (eds. Gandevia S, 

Proske U), Adv Exp Med Biol. 508:281-297. 

3. Isa T (2002) Intrinsic processing in the mammalian 

superior colliculus. Current Opinion in Neurobiology, 

12:668-677. 

4. Kobayashi Y, Isa T (2002) Sensory-motor gating and 

cognitive control by the brainstem cholinergic system. 

Neural Networks 15:731-741． 
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5.  Fetz, E.E, Perlmutter,S.I, Prut,Y., Seki,K., Votaw,S.(2002) 

Role of primate spinal neuron in execusion of voluntary 

hand movement., Brain Res. Rev. 40:53-65. 

6. Fetz, E.E, Perlmutter,S.I, Prut,Y., Seki,K.(2002), 

Functional properties of primate spinal interneurons 

during voluntary hand movements. In Movement and 

Sensation(eds. Gandevia S, Proske U), Adv Exp Med 

Biol. 508:265-271. 

 

 

《感覚・運動機能研究プロジェクト》 

 

1) 英文原著論文 

1. Tran TD, Inui K, Hoshiyama M, Lam K, Kakigi R. 

(2002) Conduction velocity of the spinothalamic tract 

following CO2 laser stimulation of C-fibers in humans. 

Pain 95 : 125-131. 

2.  Tran TD, Inui K, Hoshiyama M, Lam K, Qiu Y, 

Kakigi R.Cerebral activation by the signals ascending 

through unmyelinated C-fibers in humans: a 

magnetoencephalographic study.  Neuroscience 113 : 

375-386. 

3.  Inui K, Tran, TD, Hoshiyama M, Kakigi R.(2002) 

Preferential stimulation of Adelta fibers by intra- 

epidermal needle electrode in humans.  Pain 96 : 

247-252. 

4.  Nihashi T,Kakigi R,Okada T,Sadato N,Kashikura K, 

Kajita Y, Yoshida J. (2002) Functional  magnetic 

resonance imaging evidence for a representation of the ear 

in human primary somatosensory cortex : comparison with 

MEG study. Neuroimage 17 : 1217-1226. 

5.  Inui K, Tran, TD, Qiu Y, Hoshiyama M, Kakigi R 

(2002) Pain-related magnetic fields evoked by 

intra-epidermal electrical stimulation in humans. 

Clinical Neurophysiology 113 : 298-304. 

6.  Fujioka T, Kakigi R , Gunji A, Takeshima Y （2002） 

The auditory evoked magnetic fields to very high 

frequency tones. Neuroscience 112 : 367-381. 

7.  Watanabe S, Miki K, Kakigi R (2002) Gaze direction 

affects face perception in humans.Neuroscience 

Letters.325 : 163-166. 

8.  Okusa T, Kakigi R (2002) Structure of visual evoked 

magnetic field during sleep in humans.Neuroscience 

Letters.328 : 113-116. 

9.  Yamasaki H, Laber SK, McCarthy G. (2002) 

Dissociable prefrontal brain systems for attention and 

emotion.Proceedings of national Academy of 

Sciences,USA.99 (17):11447-11451. 

10.  Hoshiyama M, Kakigi R (2002) New concept for the 

recovery function of short-latency somatosensory 

evoked cortical potentials following median nerve 

stimulation. Clinical Neurophysiology 113 : 535-541. 

11.  Qiu Y, Inui K, Wang X, Tran TD, Kakigi R (2002) 

Effects of attention, distraction and sleep on CO(2) laser 

evoked potentials related to C-fibers in humans. Clinical 

Neurophysiology 113 : 1579-1585. 

12.  Maruyama K, Kaneoke Y, Watanabe K, Kakigi R (2002) 

Human cortical responses to coherent and incoherent 

motion as measured by magnetoencephalography. 

Neuroscience Research 44 : 195-205. 

13.  Nakamura M, Kaneoke Y, Watanabe K, Kakigi R 

(2002) Visual information process in Williams 

syndrome : intact motion detection accompanied by 

typical visuospatial dysfunctions. European Journal of 

Neuroscience 16 : 1810-1818. 

2) その他 

1.  Kakigi R, Watanabe S, Tran TD,Inui K, Lam K,Qiu Y, 

Wang X, Yamasaki H, Hoshiyama M (2002) 

Neurophysiologic assessment of pain. Advances in 

Clinical Neurophysiology 54:151-155. 

2.  Kakigi R,Watanabe S,Tran TD,Inui K,Lam K,Qui 

Y,Wang X,Yamasaki H, Hoshiyama M.(2002) 

Neurophysiologic assessment of pain.Advances in 

Clinical Neurophysiology.Amsterdam. Supplement to 

Clinical Neurophysiology 54:151-155. 

3.  Fujilka T, Trainor LJ,Ross B,Kakigi R,Pantev,C. (2002) 

Cortical representarion of pitch contour and interval 

changes of melodies. Proceedings of the 13th International 

Conference on Biomagnetism (BIOMAG2002) 65-67. 

4.  Tran TD,Inui K,Hoshiyama M,Lam K,Qiu Y,Kakigi R 
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(2002) Simultaneous activation of primary and 

secondary somatosensory cortices following CO2 laser 

stimulation of C-fibers in humans. Proceedings of the 

13th International Conference on Biomagnetism 

(BIOMAG2002) 409-411. 

5.  Inui K, Tran TD, Y.Qiu,.X.Wang,Hoshiyama M,Kakigi 

R. (2002) Cortical responses to intra-epidermal electrical 

stimulation in humans. Proceedings of the 13th International 

Conference on Biomagnetism (BIOMAG2002) 415-417. 

6. Gunji A,Levy D,Ishii R,Kakigi R,Pantive C. 

(2002.8.10-14)The voice-specific process revealed by 

neuromagnetic responses. Proceedings of the 13th 

International Conference on Biomagnetism (BIOMAG2002) 

68-70. 

7.  Okamoto H,Ishii R,Ross B,Curlia-Guy E,Nedzelski 

JM,Kubo T,Kakigi R,Pantive C. (2002.8.10-14)A new 

stimulation paradigm for the investigation of auditory 

habituation effects. Proceedings of the 13th International 

Conference on Biomagnetism (BIOMAG2002) 98-100. 

8.  Fujioka T,Okamoto H,Takeshima Y,Kakigi R,Ross 

B,Pantev C. (2002) Cortical representation of pitch and 

timber of the missing fundamental of complex sounds. 

Proceedings of the 13th International Conference on 

Biomagnetism (BIOMAG2002) 62-64. 

9.  Miki K,Watanabe S,Kakigi R,Puce A. (2002) 

Magnetoencephalographic study on occupitotemporal 

activity elicited by veiwing mouth movements. 

Proceedings of the 13th International Conference on 

Biomagnetism (BIOMAG2002) 478-480. 

10.  Bundo M,Nakamura A,Yamada T Horibe K Washimi 

Y,Kachi T,Kawatsu S,Kato T,Ito K,Kaneoke Y,Kakigi R. 

(2002) Characteristics of signal transmission to bilateral 

MT+ areas on viewing a visual motion stimulus within 

one visual hemifield. Proceedings of the 13th Interna-

tional Conference on Biomagnetism (BIOMAG2002)460-462. 

11.  Wang.X, Inui K, Qiu.Y, Hoshiyama M, Tran DT, Kakigi 

R (2002) Multiple-source analysis of Pain-related 

somatosensory evoked magnetic fields in humans. 

Proceedings of the 13th International Conference on 

Biomagnetism (BIOMAG2002) 418-420. 

12.  Kakigi R,Tran TD,Inui K,Hoshiyama M,Lam K,Qiu Y. 

(2002) Cerebral activation by the signals ascending 

through unmyelinated C-fibers in humans:A 

magnetoencephagraphic study. Proceedings of the 13th 

International Conference on Biomagnetism (BIOMAG2002) 

13.  宝珠山稔，柿木隆介（2002）正中神経刺激による短

潜時体性感覚誘発脳磁界と脳電位の対応 臨床脳

波 44(2)91-96。 

14.  柿木隆介，Tran Diep Tuan，秋云海，王暁宏，乾幸

二，宝珠山稔（2002）末梢神経 C 線維を選択的に刺

激して得られる大脳誘発電位 30(1) : 45-54. 

15.  金桶吉起 (2002) 運動視と視覚誘発脳磁界 臨床

脳波 44（4）: 213-217。 

16.  大草知裕，柿木隆介(2002)  脳磁図を用いた高次

視覚認識機構の研究  視覚的手がかりに依存しな

い図形知覚に関する脳磁場  脳と精神の医学 13

（1）:11-19. 

17.  柿木隆介，渡邊昌子，三木研作(2002) 人間が顔を

認知するメカニズム science journal KAGAKU 科

学 72 (3) : 295-301。 

18.  乾幸二，Tran Diep Tuan，秋云海，王暁宏，柿木隆

介(2002) 表皮内電気刺激法による痛覚関連誘発脳

電位と脳磁場 臨床脳波 44(5 ):284-290。 

19.  柿木隆介，渡邉昌子(2002) 脳磁図を用いたヒト高次

脳機能の研究：特に「言語認知」と「顔認知」につ

いて Innervision 17(8): 27-27。 

20.  丸山幸一，金桶吉起，渡邉一功，柿木隆介(2002) ラ

ンダムドット運動による誘発脳磁場 臨床脳波 

44(8): 502-506。  

21.  柿木隆介（2002）痛みの認知機構 CLINICAL 

NEUROSCIENCE  20(10):1137-1139。 

22.  柿木隆介，Tran Diep Tuan，秋云海，王暁宏，乾幸

二，宝珠山稔(2002) 末梢神経 C 線維を選択的に刺激

して得られる大脳誘発反応 末梢神経 Peripheral 

Nerve 13(1): 57-61。  

23.  渡邉昌子,柿木隆介（2002）脳磁図を用いたヒト脳機

能の研究：特に顔認知機構について。大脳皮質感覚

領野"神経科学の基礎と臨床 X"：31-46。  

24.  柿木隆介（2002）痛みの認知機構-脳波と脳磁図所

見を中心として-：痛みと臨床 7  2（3）：108-111。 

25.  柿木隆介（2002）痛覚認知機能の生理学的研究 日

本麻酔科学会第 49 回大会。Journal of Anesthesia 

vol.16 Supplement 2002。 
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《時系列生命現象研究領域》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Okada T, Katsuyama Y, Ono F & Okamura Y (2002) 

The development of three identified motor neurons in 

ascidian embryo. Dev Biol 244:278-92. 

2.  Katsuyama Y, Matsumoto J, Okada T, Ohtsuka Y, 

Cheng L, Okado H & Okamura Y (2002) Regulation of 

synaptotagmin gene expression during ascidian 

embryogenesis. Dev Biol 244:293-304. 

3. Ebihara T, Komiya Y, Izumi-Nakaseko H, Adachi- 

Akahane S, Okabe S & Okamura Y (2002) Coexpression 

of a Cav1.2 protein lacking an N-terminus and the first 

domain specifically suppresses L-type calcium channel 

activity. FEBS Lett 529:203-207. 

4. Nakajo K, Katsuyama Y, Ono F, Ohtsuka Y, & Okamura Y 

(2002) Identification, functional characterization and 

developmental expression of the ascidian Kv4-class 

potassium channel. Neurosci Res 45:59-70. 
2) その他 

1. 岡村康司，(2002) 電位依存性 Na+チャネル（分子と

機能の多様性に関する知見） 医学のあゆみ 201：

971-976 

 

 

《生命環境研究領域》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Hara Y, Wakamori M, Ishii M, Maeno E, Nishida M, 

Yoshida T, Yamada H, Shimizu S, Mori E, Kudoh J, 

Shimizu N, Kurose H, Okada Y, Imoto K & Mori Y 

(2002) LTRPC2 Ca2+-permeable channel activated by 

changes in redox status confers susceptibility to cell 

death. Mol Cell 9: 163-173.  

2.  Yasuda M, Shimizu S, Ohhinata K, Naito S, Tokuyama 

S, Mori Y, Kiuchi Y & Yamamoto T (2002) The 

differential roles of intercellular adhesion molecule-1 

and E-selectin in polymorphonuclear leukocyte-induced 

angiogenesis. Am J Physiol (Cell Physiol) 282: 

C917-925. 

3.  Morii T, Sugimoto K, Makino K, Otsuka M, Imoto K & 

Mori Y (2002) A new fluoresent biosensor for inositol 

trisphosphate. J Am Chem Soc 124: 1138-1139. 

4.  Nishida M, Schey KL, Takagahara S, Kontani K, Katada 

T, Urano Y, Nagano T, Nagao T & Kurose H (2002) 

Activation mechanism of Gi and Go by reactive oxygen 

species. J Biol Chem 277: 9036-9042. 

5.  Nishida M, Takagahara S, Maruyama Y, Sugimoto Y, 

Nagao T & Kurose H (2002) Gβγ counteracts Gαq 

signaling upon α 1-adrenergic receptor stimulation. 

Biochem Biophys Res Commun 291: 995-1000. 

6.  Morii T, Sato S, Hagihara M, Mori Y, Imoto K & 

Makino K (2002) Structure-based design of a leucine 

zipper protein with new DNA contacting region. 

Biochemistry 41: 2177-2183.  

7.  Mori Y, Wakamori M, Miyakawa T, Hermosura M, 

Hara Y, Nishida M, Hirose K, Mizushima A, Okada T, 

Kurosaki M, Mori E, Gotoh K, Fleig A, Penner R, Iino 

M & Kurosaki T (2002) TRP1 regulates capacitative 

Ca2+ entry and Ca2+ release from endoplasmic reticulum 

in B lymphocytes. J Exp Med 195: 673-681. 

8.  Dos Santos RG, Van Renterghem C, Martin-Moutot N, 

Mansuel P, Sampieri F, Diniz C, Mori Y, De Lima M-E 

& Seagar M (2002) Phoneutria nigriventer IIA toxin 

blocks the Cav2 family of calcium channels and interacts 

with conotoxin binding sites. J Biol Chem 277: 

13856-13862. 

9.  Kato K, Wakamori M, Mori Y, Imoto K & Kitamura K 

(2002) Inhibitory effects of cilnidipine on peripheral and 

brain N-type Ca2+ channels expressed in BHK cells. 

Neuropharmacol 42: 1099-1108. 

10. Cornet V, Bichet D, Sandoz G, Marty I, Brocard J, 

Bourinet E, Mori Y, Villaz M & De Waard M (2002) 

Multiple ER retention determinants control the cell 

surface targeting of voltage-dependent P/Q calcium 

channels. Eur J Neurosci 16: 883-895.  

11.  Arai K, Maruyama Y, Nishida M, Tanabe S, Kozasa T, 
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Mori Y, Nagao T & Kurose H (2003) Endothelin-1- 

induced MAPK activation and cardiomyocyte hypertro-

phy are mediated by Gα12 and Gα13 as well as Gαq 

and Gβγsubunits. Mol Pharmacol 63(3): 478-488. 

12.  Arikkath J, Felix R, Ahern C, Chen CC, Mori Y, 

Song I, Shin H-S, Coronado R & Campbell KP (2003) 

Molecular characterization of a two-domain form of the 

neuronal voltage-gated P/Q-type calcium channel α1 2.1 

subunit. FEBS Lett 532(3): 300-308.  

13. Erxleben C, Allegria-Gomez C, Darden, Mori Y, 

Birnbaumer L & Armstrong DL (2003) Modulation of 

cardiac CaV2.1 channels by dihydropyridine and 

phosphatase inhibitor requires Ser-1142 in the domain 

III pore loop. Proc Natl Acad Sci USA 100: 2929-2934. 

2) その他 

1.  Montell C, Birnbaumer L, Flokerzi V, Bindels RJ, 

Bruford EA, Caterina MJ, Clapham DE, Harteneck C, 

Heller S, Julius D, Mori Y, Penner R, Prawitte D, 

Scharenberg AM, Schultz G, Shimizu N & Zhu MX 

(2002) A unified nomenclature for the superfamily of 

TRP cation channels. Mol Cell 9: 229-231. 

2.  Mori Y, Nishida M, Ino M, Yoshinaga T, Niidome T & 

Sawada K (2002) Mice lacking the α1B subunit (CaV 

2.2) reveals a predominant role of N-type Ca2+ channels 

in the sympathetic regulation of circulatory system. 

Trends Cardiovasc Med 12: 270-274. 

3.  Inoue R & Mori Y (2002) Molecular candidates for 

capacitative and non-capacitative Ca2+ entry in smooth 

muscle. "Role of the Sarcoplasmic Reticulum in Smooth 

Muscle." Novartis Foundation Symposium Volume 246 

(ed. D. Eisner, Wiley and Sons Ltd., Chichester, UK) 

246, 81-90; discussion 221-227. 

4.  Inoue R & Mori Y (2003) New target molecules in the 

drug control of blood pressure and circulation. Curr 

Drug Targets 3(1): 59-72. 

5.  井上隆司，伊東祐之，森 泰生 (2002) 標的蛋白質

からみた創薬 - 急速に拡大する TRP 蛋白質ファミ

リーと新しい創薬の可能性  (The TRP proteins, a 

rapidly expanding Ca2+ entry channel family and a new 

molecular target for drug development) 日本臨床 60: 

18-24  

6.  原 雄二，森 泰生 (2002) TRP チャネル。医学の

あゆみ （イオンチャネルの最前線）201: 999-103  

7.  森 泰生，吉田卓史，原 雄二 (2002) 脳における

多様な非選択性カチオンチャネル。生体の科学（特

集 一価イオンチャネル）53: 316-322  

8.  西田基宏，森 泰生 (2002) ナトリウムポンプ 分子

生物学・免疫学キーワード辞典 第 2 版 医学書院 

9.  森 泰生，西田基宏 (2002) カルシウムチャネル 分

子生物学・免疫学キーワード辞典 第 2 版 医学書

院 

10.  西田基宏，森 泰生 (2002) カルシウムチャネル拮

抗剤 分子生物学・免疫学キーワード辞典 第 2 版 

医学書院 

11. 原 雄二，森 泰生 (2003) TRP: 外的環境を感知し，

生体の恒常性を維持するイオンチャネル ファルマ

シア 

 

 

《戦略的方法論研究領域》 

 

1) 英文原著論文 

1.  Danov K, Danev R & Nagayama K (2002) Reconstruction 

of the electric charge density in thin films from the contrast 

transfer function measurements. Ultramicroscopy 90: 

85-95.  

2. Sugitani S & Nagayama K (2002) Complex Observation 

in Electron Microscopy. III. Inverse Theory of 

Observation-scheme Dependent Information Transfer. J 

Phys Soc Jpn 71: 744-756.  

3. Takano M, Nagayama K & Suyama A (2002) How the 

all-atom simulation and the ising-based theory reconcile 

with each other on the helix-coil transition. J Biol Phys 

28: 155-161. 

4. Takano M, Nagayama K & Suyama A (2002) 

Investigating a link between all-atom model simulation 

and the ising-based theory on the helix-coil transition: 

Equilibrium statistical mechanics. J Chem Phys 116: 

2219-2228. 

5. Danev R, Okawara H, Usuda N, Kametani K & 

Nagayama K (2002) A novel phase-contrast transmis-
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sion electron microscopy producing high-contrast 

topographic images of weak objects. J Biol Phys 28: 

627-635. 

6. Uchiyama K, Jokitalo E, Kano F, Murata M, Zhang X, 

Canas B, Newman R, Rabouille C, Pappin D, Freemont 

P & Kondo H (2002) VCIP135, a novel essential factor 

for p97/p47-mediated membrane fusion, is required for 

Golgi and ER assembly in vivo. J Cell Biol 159: 

855-866. 

2) その他 

1. 永山國昭，三井利夫 (2002) 生物物理講義：蛋白質

から分子機械へ。物性研究 77: 655-683 

2. 永山國昭 (2002) 情報高分子の人為的創出。高分子 

51: 427 

3. 永山國昭 (2002) 50 年前の『科学』断章。科学 72: 

977-978 

4. 永山國昭 (2002) 2002 年度ノーベル化学賞－クル

ト・ヴュートリッヒの人と業績。化学と工業 55: 

1336-1339 

5. 田中亜路，加納ふみ，村田昌之 (2002) 哺乳動物細

胞オルガネラの細胞周期依存的ダイナミクス。生物

物理 241: 116-121 

6. 加納ふみ，田中亜路，村田昌之 (2002) 細胞内小胞

輸送ネットワークの可視化解析。実験医学 20: 

961-967 

7. 村田昌之，田中亜路 (2002) エンドサイトーシスの

分子メカニズム，よくわかる細胞内輸送。羊土社，

45-53 

 

 

《計算科学研究センター》 

 

1) 英文原著論文 

1. Takahashi T, Sugiura J, Kuniaki Nagayama K（2002）

Comparison of all atom, continuum, and linear fitting 

empirical models for charge screening effect of aqueous 

medium surrounding a protein molecule．J.Chem.Phys. 

116: 8232-8237. 

 

 

2) その他 

1. 高橋卓也（2002）フェリチン分子への多イオン透過

過程におけるエネルギー障壁の計算。Supercomputer 

Workshop Report2002 1。 

2. 高橋卓也（2002）フェリチン分子への金属イオン蓄

積過程における自由エネルギー変化の計算。生体分

子ダイナミクス及びプリオン機構研究会・報告書，

岡崎国立共同研究機構 19。 
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学 会 発 表 
 

《神経化学研究部門》 

 

1. 小幡邦彦（2002.2）Changes in GABA levels and neural 

functions induced by GAD gene targeting. 第 29 回生

理学研究所国際シンポジウム（岡崎）。 

2. 柳川右千夫（2002.2）Regulation of GABAergic neuron- 

specific gene transcription. 第 29 回生理学研究所国

際シンポジウム（岡崎）。 

3. 兼子幸一，小幡邦彦（2002.2）Enhanced synaptic 

plasticity of the thalamoamygdala pathway of adult 

GAD65 knockout mice. 第29回生理学研究所国際シ

ンポジウム（岡崎）。 

4. 遠藤利朗，柳川右千夫，小幡邦彦，伊佐 正（2002.2） 

Identification of GABAergic neurons and nicotinic 

receptor-mediated facilitation of GABAergic trans-

mission in the superficial superior colliculus studied by 

usingGAD67-GFP knock-in mice. 第 29 回生理学研

究所国際シンポジウム（岡崎）。 

5. 山肩葉子（2002.3）電撃刺激によるラット海馬，大

脳皮質での Synapsin I リン酸化反応の多様性。 第

75 回日本薬理学会年会（熊本） 

6. 村上富士夫，中舎洋平，谷口弘樹，玉田篤史，田中

大介，柳川右千夫 ，小幡邦彦（2002.5）神経細胞の

移動様式とその分子機構。第 55 回日本細胞生物学

会大会，第 35 回日本発生生物学会大会合同大会（横

浜）。 

7. 八尾 寛，宮崎憲一，徳永 太，南 宏美，石塚 徹，

柳川右千夫，小幡邦彦（2002.3）海馬苔状線維終末

に発現する Ca2+チャネルの多様性。第 79 回日本生

理学会大会（広島）。 

8. 小幡邦彦（2002.5）ノックアウトマウスによる神経

伝達物質の機能解析：GABA の場合。第 8 回日本生

化学会近畿支部例会ﾃｸﾆｶﾙｾﾐﾅｰ（京都）。 

9. 柳川右千夫（2002.6）自立運動量および情動行動に

おけるカフェインの作用機序：遺伝子改変マウスを

用いた GABA 作動性神経伝達の役割の解明。全日本

コーヒー協会科学情報委員会主催第 5回助成研究発

表会（東京）。 

10. 村上富士夫，柳川右千夫，谷口弘樹，畠中由美子，

中舎洋平，田中大介，神崎貴士，小幡邦彦（2002.7） 

神経細胞移動のダイナミクス。第 25 回日本神経科

学大会（東京）。 

11. 兼子幸一，小幡邦彦（2002.7）グルタミン酸脱炭酸

酵素 65 欠損マウス扁桃体興奮性シナプス長期増強

の亢進に関与する GABAB 受容体を介した異シナプ

ス性制御。第 25 回日本神経科学大会（東京）。 

12. 山肩葉子，小幡邦彦（2002.7）持続性けいれん活動

におけるシナプシン I のリン酸化調節。第 25 回日

本神経科学大会（東京）。 

13. 遠藤利朗，小幡邦彦，柳川右千夫，伊佐 正（2002.7） 

上丘浅層におけるニコチン型アセチルコリン受容

体を介した GABA 性シナプス伝達の修飾−

GAD67-EGFP ノックインマウスを用いた解析。第

25 回日本神経科学大会（東京）。 

14. 佐藤幸男，東 太朗，榎木亮介，岩室賢治，柳川右

千夫，小幡邦彦，小泉 周，金子章道（2002.7） 網

膜水平スライス標本における GABA 作動性アマク

リン細胞の同定。第 25回日本神経科学大会（東京）。 

15. 渡辺宇乃，志村 剛，柳川右千夫，山本 隆（2002.7） 

GAD65 遺伝子欠損マウスを用いた味溶液摂取行動

の解析。第 25 回日本神経科学大会（東京）。 

16. 柳川右千夫，兼子幸一，小幡邦彦（2002.7）GFP ノ

ックインマウスを用いた扁桃体基底外側核 GABA

作動性ニューロンに対するノルアドレナリンの修

飾作用の解析。第 25 回日本神経科学大会（東京）。 

17. 海老原利枝，小幡邦彦，柳川右千夫（2002.7）マウ

スグルタミン酸脱炭酸酵素 67 遺伝子プロモーター

の解析。第 25 回日本神経科学大会（東京）。 

18. 宮崎憲一，古関 誠，徳永 太，南 宏美，石塚 徹，

柳川右千夫，小幡邦彦，八尾 寛（2002.7）単一海

馬苔状線維終末における 4種類のCa2+チャネルサブ

タイプ発現の多様性。第 25 回日本神経科学大会（東

京）。 

19. 桑名俊一，岡田泰昌，菅原美子，小幡邦彦（2002.7） 

低酸素呼吸抑制反応におけるGABAの役割：GAD67

ノックアウトマウスを用いた検討。第 25 回日本神

経科学大会（東京）。 

20. 柳川右千夫（2002.7）血圧調節機序における神経伝
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達物質，GABA の役割の解明。第 14 回ソルトサイ

エンス研究財団助成研究発表会（東京）。 

21. Yanagawa Y, Kaneko K & Obata K (2002.9) Genetic 

targeting of green fluorescent protein to GABAergic 

neurons. The 3rd FAONS Congress (Seoul, Korea). 

22. Endo T, Yanagawa Y, Obata K & Isa T (2002.11) 

Nicotinic facilitation of GABAA receptor-mediated 

inhibition in the superficial superior colliculus studied in 

GAD67-EGFP knock-in mice. 32th Annual Meeting of 

Society for Neuroscience (Orlando, USA). 

23. Yawo H, Tokunaga T, Miyazaki K, Minami H, Ishizuka 

T, Yanagawa Y & Obata K (2002.11) distributions and 

functions of Ca2+ channel subtypes expressed in 

hippocampal mossy fiber terminals. 32th Annual 

Meeting of Society for Neuroscience (Orlando, USA). 

24. 兼子幸一，小幡邦彦，柳川右千夫（2002.11）Ca2+感受

性非選択性カチオンチャンネル活性化による扁桃

体基底外側核 GABA ニューロンに対するノルアド

レナリンの興奮性作用；GFP ノックインマウスを用

いた解析。CREST「脳を知る」合同シンポジウム（京

都）。 

25. 高木佐知子，森信一郎，小幡邦彦，坪川 宏（2002.11）

シナプス入力により誘発される海馬 CA1 領域の一

過性細胞容積増加。第 11 回海馬と高次脳機能学会

（浜松）。 

26. 田中大介，中舎洋平，柳川右千夫，小幡邦彦，村上

富士夫（2002.12）大脳皮質 GABA 作動性ニューロ

ンの層特異的な移動様式と動態 第 25 回日本分子

生物学会年会（横浜）。 

27. Nakamura K, Nakamura K, Kometani K, Yanagawa Y, 

Iwasato T, Obata K, Kaneko T, Tamamaki N （2002.12） 

Progenitors of the neocortical GABAergic neurons: the 

origin and proliferation in the parenchyma of the 

developing murine neocortex. 第 25回日本分子生物学

会年会（横浜）。 

 

 

 

《超微小形態生理研究部門》 

 

1. 吉村啓一，村上政隆，吉垣純子，杉谷博士（2002．

3）耳下腺アミラーゼ分泌の調節機序。第 79 回日本

生理学会大会（広島）。 

2. 村上政隆，吉村啓一，杉谷博士，瀬尾芳輝（2002．

3 ） Ca2+-cAMP 系混合刺激による唾液分泌の

UP-DOWN 制御。第 79 回日本生理学会大会（広島）。 

3. 瀬尾芳輝，鷹股 亮，森田 啓之，荻野 孝史，村上

政隆（2002．3）T1 強調 MRI 法によるラット脳脊髄

液産生速度の測定。第 79 回日本生理学会大会（広

島）。 

4. 藤木通弘，荻野 孝史，瀬尾芳輝，鷹股 亮，村上政

隆，森田 啓之（2002．3）浸透圧負荷に対する視床

下部の応答。第 79 回日本生理学会大会（広島）。 

5. 大橋正人，水島 昇, 永山國昭，吉森 保（2002．

5）NAD(P)H ステロイド脱水素酵素様タンパク質の

脂肪滴への局在。第 55 回日本細胞生物学会大会（横

浜）。 

6. Hashimoto S, Murakami M, Kanaseki T, Kobayashi  S, 

Matsuki M, Shimono M, Segawa A (2002. 9) Morpho- 

functional changes in cellular junctions during secretory 

stimulation in the perfused rat submandibular gland. 

XVII International Symposium on Morphological 

Sciences (Timisoara, Romania) 

7. Segawa A, Yamashina S, Murakami M (2002. 9) 

Visualization of 'Water secretion' by confocal micros-

copy in rat salivary glands. XVII International 

Symposium on Morphological Sciences (Timisoara, 

Romania). 

8. Murakami M, Yodhimura K, Sugiya H, Seo Y, Loffredo 

F, Riva A (2002. 9) Relationship of fluid and mucin 

secretion to morphological changes in the perfused rat 

submandibular gland. XVII International Symposium 

οn Morphological Sciences (Timisoara, Romania). 

9. Ohashi, M. (2002． 9) Cholesterol requirement for 

sorting of Golgi-destined materials in multi-vesicular 

bodies: study with mammalian endocytic mutant cells. 

Third International Symposium on Autophagy- Molecular 

Biology and Pathophysiology of the Lysosomal /Vacuolar 

System (Osaka). 

10. Seo Y, Takamata A, Ogino T, Morita H, Murakami M 
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(2002. 10) Water permeability of capillaries in the 

subfornical organ of rats determined by T1 relaxation 

time measured by 1H magnetic resonance imaging. 

European  MRI / MRS Users' Meeting 2002, (Karlsruhe, 

Germany). 

11. 大橋 正人（2002．10）哺乳類変異株細胞を用いたエ

ンドサイトーシス後期過程の研究。第 75 回日本生

化学会大会（京都）。 

12. 瀬尾芳輝，鷹股 亮，荻野 孝史，森田 啓之，村上 政

隆（2002．11）T1 緩和時間によるラット脳室周囲器

官（脳弓下器官・下垂体後葉）毛細管の水透過性の

測定，第 41 回 NMR 討論会（東京）。 

 

 

 

《細胞内代謝研究部門》 

 

1. 毛利達磨，吉田繁，(2002. 7) 内分泌撹乱物質による

マウス未成熟卵母細胞のカルシウム振動擾乱機構

の研究。平成 14 年度特定領域研究「内分泌撹乱物

質の環境リスク」成果報告研究会 （岡崎） 

2. Mohri T，Chambers EL, Landowne D (2002. 9) Separate 

effects of calcium chelator on cytosolic Ca2+ and the 

Ca2+-activated membrane current in sea urchin eggs at 

fertilization. 第 73 回日本動物学会大会（金沢）。 

3. Awaji T, Ogata M, Iwasaki N, Iwamoto, Y. & Miyazaki 

S (2002. 3) Nuclear translocation of SHP and visuali- 

zation of interaction with HNF-4α in living cells. 第 79

回日本生理学会大会 (広島)。 

4. Kohchi Z, Hirose K, Shirakawa H, Iino M & Miyazaki 

S (2002. 3) Spatiotemporal dynamics of inositol 1,4,5- 

trisphosphate and phosphatidylinositol 4,5-bisphos- phate in 

mouse eggs using GFP-PHD probe. 第 79 回日本生理学

会大会 (広島)。  

 

 

《生体膜研究部門》 

 

1. Kasai H, Takahashi N, Nemoto T (2002.4) Fusion Pore 

Dynamics and Insulin Granule Exocytosis Investigated 

with Two-photon Excitation Imaging of Pancreatic Islets. 

XIV International Biophysics Congress, Symposium 

(Buenos Aires) 
2. Takahashi N, Kasai H (2002.8) Actions of cAMP on the 

insulin granule exocytosis and fusion pore dynamics in 
the pancreatic islet. Eric K. Fernstroem Symposium 
“Diabetes -a focus on the beta cells-”（Ystad） 

3. Liu T, Kishimoto T, Kasai H (2002.11) Stable and narrow 
fusion pore of small-vesicle exocytosis in PC12 cells 
revealed by two-photon excitation imaging (253.15). 
32nd Annual Meeting of Society for Neuroscience, 
Orlando 

4. 河西春郎 (2002.1) 2 光子励起法による細胞シグナ

ルの研究 未来開拓公開シンポジウム（神戸） 

5. 河西春郎 (2002.3) 2 光子励起法による樹状突起ス

パイン形態とグルタミン酸感受性の解析 第 75 回

日本薬理学会シンポジウム（熊本） 

6. 河西春郎 (2002.3)  2 光子励起法による開口放出像

のイメージング。第 26 回日本電子顕微鏡学会関東

支部講演会（東京） 

7. 河西春郎 (2002.3) 2 光子励起顕微鏡の生理学応用

第 79 回日本生理学会ランチオンセミナー（広島） 

8. 高橋倫子，根本知己，河西春郎 (2002.3) インスリ

ン開口放出を起こす融合細孔の動態と分子組成  

第 79 回日本生理学会（広島） 

9. 河西春郎 (2002.3)  2 光子励起法による神経・分泌細

胞の機能的画像解析。第 107 回日本解剖学会総会シ

ンポジウム（浜松） 

10. 河西春郎 (2002.5) 2 光子励起法を用いたシナプス

機能の解析。第 52 回千里神経懇話会（千里） 

11. 高橋倫子、河西春郎 (2002.5) 膵島におけるインス

リン開口放出過程の可視化解析 第 45 回日本糖尿

病学会年次学術集会シンウム (東京) 

12. 河西春郎，松崎政紀，野口潤，安松信明 (2002.6) フ

ェムト秒レーザーで中枢神経シナプス機能を観る。 

第 2 回日本蛋白質科学会年会 ワークショップ 

（名古屋） 
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13. 河西春郎，松崎政紀，Graham C.R. Ellis-Davies，野

口潤，安松信明 (2002.7) 中枢神経細胞樹状突起の

スパイン形態とグルタミン酸受容体の機能発現 

第 25 回日本神経科学大会 シンポジウム（東京） 

14. 高橋倫子 (2002.7) 2 光子励起法を用いた開口放

出素過程の可視化解析 第2回WPJワークショップ 

（愛知） 

15. 河西春郎 (2002.8) 中枢神経樹状突起スパインの形

態と機能。第 33 回脳の医学・生物学研究会 長寿

医療研究センター（大府） 

16. 河西春郎  (2002.9) 2 光子励起法を用いたシナプ

ス・開口放出機構の研究。日本分光学会 医学生物

部会シンポジウム 2002（幕張） 

17. 根本知己，児島辰哉，大嶋章裕，河西春郎 (2002.11) 

2 光子励起法と閃光活性化法を用いた Ca2+依存性開

口放出の F アクチンによる制御機構の解析。第 40

回日本生物物理学会年会（名古屋） 

18. 高橋倫子 (2002.11) 2 光子励起法を用いた膵島にお

けるインスリン開口放出過程の可視化解析 第 9 回

バイオ・メディカル光科学研究会 (静岡) 

 

 

《機能協関研究部門》 

 

1. Tanabe S, Maeno E & Okada Y (2002.3) Prevention of 

staurosporine-induced apoptotic cell death by DIDS and 

SITS in rat cardiomyocytes in primary culture. 第 79 回 

日本生理学会大会（広島）。 

2. Uramoto H, Morishima S, Ando-Akatsuka Y, Nagasaki 

Y, Hagiwara N & Okada Y (2002.3) A role of CFTR Cl− 

channel in the protection from ischemic injury in 

neonatal rat ventricular myocytes. 第 79 回 日本生理

学会大会（広島）。 

3. Maeno E & Okada Y (2002.3) Induction of apoptosis 

under low Cl− conditions in human epithelial and 

lymphoid cells. 第 79 回 日本生理学会大会 （広島）。 

4. Hayashi S, Horie M, Hazama A & Okada Y (2002.3) 

Measurements of the submembrane free Mg2+ concen-

tration in pancreatic β cells using a patch-clamp 

technique. 第 79 回 日本生理学会大会（広島）。 

5. Zamaraeva MV, Sabirov RZ, Maeno E, Ando-Akatsuka 

Y, Kanaseki T & Okada Y (2002.3) Elevation of ATP 

level during the early stage of apoptosis. 第 79 回 日本

生理学会大会（広島）。 

6. Ise T, Shimizu T, Kohno K & Okada Y (2002.3) The 

role of volume-sensitive Cl− channels in cisplatin- 

induced apoptosis. 第 79 回 日本生理学会大会（広島）。 

7. Abdullaev IF, Sabirov RZ, Ando-Akatsuka Y & Okada 

Y (2002.3) Growth factor receptor-dependent regulation 

of volume-sensitive Cl− channels in C127 cells. 第 79回 

日本生理学会大会（広島）。 

8. Manabe K, Morishima S & Okada Y (2002.3) Effect of 

aquaporin blocker on secretory volume decrease (SVD) 

and regulatory volume increase (RVI) in human colonic 

epithelial T84 cells. 第 79 回 日本生理学会大会（広

島）。 

9. Ando-Akatsuka Y, Abdullaev IF, Sabirov RZ & Okada 

Y (2002.3) Molecular mechanism of regulation of 

volume-sensitive Cl− channels by expression of CFTR 

protein. 第 79 回 日本生理学会大会（広島）。 

10. Inoue H & Okada Y (2002.3) Swelling-activated Cl− 

currents in cortical neurons. 第 79 回 日本生理学会大

会（広島）。 

11. Dutta AK, Okada Y & Sabirov RZ (2002.3) Volume- 

dependent ATP conductive large conductance anion 

channel and swelling-induced ATP release are regulated 

by arachidonic acid. 第 79 回 日本生理学会大会 （広

島）。 

12. Dezaki K, Okada Y, Shimazaki Y and Yada T (2002.3) 

Cytosolic Ca2+ mobilization during in vitro ischemia in 

hippocampal neurons of mice. 第 79 回 日本生理学会

大会（広島）。 

13. Mori S, Otaki H, Morishima S, Shiota S & Okada Y 

(2002.3) Postischemic morphological changes of 

neurons observed in CA1 hippocampal brain slices 

without fixation. 第 79 回 日本生理学会大会（広島）。 

14. Barros LF，金関 悳，Sabirov RZ，森島 繁，前野恵

美，岡田泰伸 (2002.10) 過酸化水素によって誘発さ

れるアポトーシス性とネクローシス性の膜ブレッ

ブ。第 49 回中部日本生理学会（富山）。 
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15. 岡田泰伸 (2002.10) 細胞生理学から見たアポトー

シス誘導メカニズム。第 7 回静岡健康・長寿学術フ

ォーラム（静岡）。 

16. Okada Y, Ando-Akatsuka Y, Abdullaev IF & Sabirov R 

(2003.1) Regulation of volume-sensitive anion channel 

by CFTR. Joint Meeting: Symposium on “ABC proteins” 

and the 5th Conference on ABC Proteins and Ion Channels 

-From Gene to Disease-. (Kyoto) 
 

 

《神経情報研究部門》 

 

1. 片倉浩理，原田敦史，片岡一則，和田洋巳，池中一

裕，(2002.3) Polyethyleneglycol-poly-L-lysine (PEG-PLL) 

によるレトロウィルスベクター遺伝子導入効率向

上の試み。第 27回東海遺伝子医療研究会（名古屋）。 

2. 柴崎貢志，中平健祐，渡辺修一，池中一裕，（2002.7）

グルタミン酸刺激による電位依存性 K+チャネル，

Kv4.2 と NMDA レセプター，NR1 樹状突起，シナ

プスへの局在制御機構。第 25 回日本神経科学大会

（東京）。 

3. 田中久貴，池中一裕，伊佐正，(2002.7) マウスにお

ける中枢神経伝導速度測定系の開発。第 25 回日本

神経科学大会（東京）。 

4. Matsukawa, N., Ikenaka, K., Yuasa, H., Hattori, M., 

Otsuka, Y., Fujimori, O., Ueda, R. and Ojika, K.（2002.7）

Brain malformation caused by a unique gene transfer to 

the CNS through embryonic mouse ventricles. 第 8 回

日本遺伝子治療学会（東京）。 

5. 石橋智子，池中一裕，目加田英輔，馬場広子，(2002.7) 

神経系における 4 回膜貫通蛋白質 CD9 および CD81

の相補的分布と機能分担。第 45 回日本神経化学会

（札幌）。 

6. 中平英子，鹿川哲史，Martyn M. Goulding，池中一

裕，(2002.7) オリゴデンドロサイトの発生の起源。

第 45 回日本神経化学会（札幌）。 

7. 竹林浩秀，鍋島陽子，吉田松生，千坂修，鍋島陽一，

池中一裕，(2002.7) The basic helix-loop-helix factor 

Olig2 is essential for development of motoneuron and 

oligodendrocyte lneages．第 45 回日本神経化学会（札

幌）。 

8. 小川泰弘，Matthew Rasband，竹林浩秀，岩崎靖乃，

James Trimmer，池中一裕，(2002.7) アストロサイ

ト系譜の発生の解析。第 45 回日本神経化学会（札

幌）。 

9. 長谷川明子，岩崎靖乃，池中一裕，(2002.7) Cystatin 

C induces astrocyte differentiation by inhibition of 

cystein proteases．第 45 回日本神経化学会（札幌）。 

10. 清水健史，和田圭樹，鹿川哲史，高田慎治，室山優

子，池中一裕，(2002.7) Wnt シグナリングによるオ

リゴデンドロサイト分化抑制。第 45 回日本神経化学

会（札幌）。 

11. 松本路生，鹿川哲史，Francois Lachapelle，Anne 

Baron-Van Evercooren，池中一裕，(2002.7) 脱髄モ

デルマウスへの神経幹細胞の移植。第 45 回日本神経

化学会（札幌）。 

12. 佐々木学，丸野元彦，泉本修一，鈴木強，木下学，

河野洋三，池中一裕，吉峰俊樹，(2002.8) グリオー

マの組織及び培養細胞における MAGE-E1 蛋白の発

現について。第 3回日本分子脳神経外科学会（仙台）。 

13. 片倉浩理，原田敦史，片岡一則，和田洋巳，池中一

裕，(2002.10) Polyethyleneglycol-poly-L-lysine (PEG- 

PLL) によるレトロウィルスベクター遺伝子導入効

率向上の試み。第 61 回日本癌学会総会（東京）。 

14. 河野洋三，佐々木学，中平健祐，吉峰俊樹，清水   

惠司，池中一裕，(2002.10) 腫瘍特異抗原 MAGE-E1 

のゲノム構造解析。第 61 回日本癌学会総会（東京） 

15. 藤本一朗，高橋均，辻省次，中北慎一，長谷純宏，

池中一裕，(2002.10) 神経疾患における組織間糖蛋

白糖鎖パターンの解析。第 75 回日本生化学会大会

（京都）。 

16. 池田武史，藤本一朗，石井章寛，中北慎一，長谷純

宏，池中一裕，(2002.10) マウス大脳発達過程にお

ける N-結合型糖蛋白糖鎖発現変動の系統的解析。第

75 回日本生化学会大会（京都）。 

17. 石井章寛，藤本一朗，山田元，池田武史，池中一裕，

(2002.10) 糖転移酵素群の網羅的解析。第 75 回日本

生化学会大会（京都）。 

18. 中北慎一，長束俊治，池中一裕，長谷純宏，(2002.10) 

マウス“脳型”ガラクトース転移酵素の精製及びそ

の諸性質，第 75 回日本生化学会大会（京都）。 
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《液性情報研究部門》 

 

1. 井本 敬二（2002.7）疾患から探る膜輸送体分子の機

能 － オーバービュー。第 25 回神経科学大会（東

京）。 

2. 中井淳一（2002.7）蛋白センサーによる生細胞機能

のモニター。第 25 回神経科学大会（東京）。 

3. 五日市  友子，森  恵美子，井本  敬二，森  泰生 

（2002.7）P/Q 型カルシウムチャネル変異マウスに

おけるカルシウムチャネル機能の変化。第 25 回神

経科学大会（東京）。 

4. 大倉 正道，井本 敬二，中井 淳一（2002.7）GFP

を用いた蛍光カルシウムプローブである G-CaMP

の改良体の開発。第 75 回日本生化学大会（京都）。 

5. Itsukaichi Y, Mori E, Imoto K, Mori Y (2002.11) Rocker 

mutation alters P/Q-type calcium channel properties in 

cerebellar Purkinje cells and the recombinant expression 

system. Society for Neuroscience 32nd Annual Meeting 

(Orlando). 

6. Matsushita K, Imoto K (2002.11) Unplugged synaptic 

transmission in cerebellar nuclei of Ca2+ channel mutant 

mice. Society for Neuroscience 32nd Annual Meeting 

(Orlando). 

7. Nakai J. (2002.11) GFP-based calcium probe. Sympo-

sium “Molecular Biosensors in Neuroscience” (Berlin). 

8. Kotlikoff MI, Nakai J, Su K, Deng KY, Lee JC, Wilson 

J, Feldman ME, Ji GJ. (2003.3) Measurements of [Ca2+]i 

in cells and tissues of transgenic mice expressing the 

calcium sensitive GFP analogue G-CaMP restricted to 

smooth muscle. Biophysical Society 47th Annual 

Meeting (San Antonio). 

 

 

《高次神経性調節研究部門》 

 

1. 小松英彦（2002.7）マルチニューロン活動記録とそ

の意義。第 25 回日本神経科学大会（東京）。 

2. 鯉田孝和，小松英彦（2002.7）色覚メカニズム研究

のための新しい色座標空間の作成。第 25 回日本神

経科学大会（東京）。 

3. 小川正，小松英彦（2002.7） 視覚探索課題遂行中

のサルＶ４野における感覚情報から目標情報への

変換課程。第 25 回日本神経科学大会（東京）。 

4. 伊藤南，小松英彦（2002.7）サル第二次視覚野にお

ける輪郭線の折れ曲がり，分岐の処理。第 25 回日

本神経科学大会（東京）。 

5. Onishi A, Koike S, Ida-Hosonuma M, Imai H, Shichida 

Y, Takenaka O, Hanazawa A, Komatsu Η,  Mikami A, 

Goto S, Kitahara K, Farajallah A, Suryobroto B, 

Yamamori T (2002.8) Color vision of dichromatic 

macaques. 1. DNA analyses. The 19th  CONGRESS 

OF THE INTERNATIONAL PRIMATOLOGICAL 

SOCIETY（北京, China）。 

6 Hanazawa A, Mikami A, Angelika PS, Takenaka O, 

Goto S, Onishi A, Koike S, Yamamori T, Kato K, 

Kondo A, Farajallah A, Suryobroto B, Komatsu H  

(2002.8) Color vision of dichromatic macaques. 2. ERG 

analyses. The 19th  CONGRESS OF THE INTER-

NATIONAL PRIMATOLOGICAL SOCIETY（北京 , 

China）. 

7. Komatsu H，Kinoshita M (2002.9) Representation of 

surface luminance and brightness in macaque visual 

cortex. The 12th Keio University International 

Symposium for Life Sciences and Medicine（東京）。 

8. Tani T, Yokoi I, Ito M, Tanaka S and Komatsu H 

(2002.9) Neural responses to the uniform surface stimuli 

in the visual cortex of the cat. 視覚科学フォーラム第

6 回研究会（東京）。 

9. Komatsu H (2002.10) Surface representation in the 

visual cortex. International symposium on “Limbic and 

Association Cortical Systems - Basic, Clinical and 

Computational Aspects - ”（富山）。 

10. Koida K, Komatsu H (2002.11) Constructing a new 

color coordinate space for research in color perception 

mechanisms. 32th Society for Neuroscience Meeting 

(Orlando, U.S.A.). 

11. Tani T, Yokoi I, Ito M, Tanaka S, Komatsu H  (2002.11) 
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Representation of plane surface stimuli in the visual 

cortex of the cat. 32th Society for Neuroscience Meeting 

(Orlando, U.S.A.). 

12. Ogawa T , Komatsu H  (2002.11) Context dependent 

neural processing in macaque V4 during multi- 

dimeνsional visual search task. 32th Society for 

Neuroscience Meeting (Orlando, U.S.A.). 

13. Ito M, Komatsu H (2002.11) Neuronal responses to 

angles and junctions of contour stimuli in V2 of the 

macaquemonkey. 32th Society for Neuroscience Meeting 

(Orlando, U.S.A.). 

14. 小松英彦 (2002.12) サル視覚系における色情報の

変換。京都大学霊長類研究所共同利用研究会「霊長

類の色覚情報処理と進化」（犬山）。 

15. Ogawa T, Tanabe Y, Komatsu H (2003. 3) Attentional 

control on visual saliency in macaque V4 and FEF 

during multi-dimensional search task. 第 80 回日本生

理学会（福岡）。 

 

 

《生体システム研究部門》 

 

1. 中陦克巳，森 大志，奥村 哲，橘 篤導，森 将

浩，高須千慈子，森 茂美（2002.3）無拘束ネコの

姿勢および歩行運動に及ぼす小脳歩行誘発野の微

少刺激・破壊効果。第 79 回日本生理学会大会（広

島） 

2. 森 大志，中陦克巳，橘 篤導，高須千慈子，逵本 

徹，塚田秀夫，森 茂美（2002.3）糖代謝 PET によ

る歩行運動の実行に関与する脳部位の同定：サル歩

行モデルを用いた研究。第 79 回日本生理学会大会

（広島） 

3. 奥村 哲，Palhalmi Janos，Kekesi Katalin（2002.3）

ラット線条体カルバコール刺激によって誘発され

る回旋運動と脳内 c-Fos 発現パターン。第 79 回日本

生理学会大会（広島） 

4. 中陦克巳，森 大志，橘 篤導，森 茂美（2002.7）

除脳ネコで同定できた小脳歩行誘発野の高頻度刺

激は無拘束・覚醒ネコにおいても四足歩行運動を誘

発できる。第 25 回日本神経科学大会（東京） 

5. 橘 篤導，Carol Boliek，森 大志，中陦克己，高須

千慈子，森 茂美（2002.7）直立歩行するニホンサ

ルに与えた障害物課題の学習機序。第 79 回日本生

理学会大会（東京） 

6. Mori F, Nakajima K, Tachibana A, Takasu C, Mori S 

(2002.9) Anticipatory and reactive control of bipedal 

walking in the Japanese monkey, M. fuscata. 22nd 

Bárány Society Meeting (Seattle, USA) 

7. Mori F, Nakajima K, Tachibana A, Takasu C, Tsujimoto 

T, Tsukada H, Onoe H, Mori S (2002.11) High-order 

CNS control mechanisms during bipedal locomotion in 

the Japanese monkey. Society for Neuroscience 31th 

Annual Meeting (Orlando, USA) 

8. Mori F, Mori S (2003.3) Higher nervous control system 

in bipedally walking Japanese monkey, Macaca fuscata.  

2nd International Symposium on Adaptive Motion of 

Animal and Machines (Kyoto, Japan) 

9. Mori F, Nakajima K, Takasu C, Tachibana A, Tsukada 

H, Mori S (2003.3) Multiple and parallel CNS 

mechanisms involved in the elaboration of bipedal 

locomotion by M. fuscata. 16th International Society for 

Postural and Gait Research (Sydney, Australia) 

 

 

《高次液性調節研究部門》 

 

1. Yoshida M, Naya Y, Ito A, Shibata S, Miyashita Y 

(2002.3) A combined single-unit and tract-tracing study 

revealed target-specific connectivity from Area Teav to 

Area 36 in the inferotemporal cortex of macaque monkeys. 

The Physiological Society of Japan (Hiroshima, Japan) 

2. Konishi S, Hayashi T, Uchida I, Kikyo H, Takahashi E, 

Miyashita Y (2002.3) Hemispheric specialization in 

human lateral frontal cortex during cognitive setshifting. 

The Physiological Society of Japan (Hiroshima, Japan) 

3. Kikyo H, Ohki K, Sekihara K and Miyashita Y (2002.6) 
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Modulation of activities in prefrontal and anterior 

cingulate cortices in the ‘feeling-of-knowing’ state. 

Annual Meeting of the Organization for Human Brain 

Mapping (Sendai, Japan) 

4. Nakahara K, Hayashi T, Konishi S and Miyashita Y 

(2002.6) Functional MRI of macaque monkeys performing 

a modified Wisconsin card sorting test. Annual Meeting 

of the Organization for Human Brain Mapping (Sendai, 

Japan) 

5. Nakahara K, Hayashi T, Konishi S and Miyashita Y 

(2002.7) Comparative fMRI :functionally homologous 

regions in prefrontal cortex of minkeys and humans. 

 

 

 

《脳形態解析研究部門》 

 

1. 馬杉美和子，藤本和, 渡辺雅彦，Elek Molnar，平井

宏和，重本隆一（2002.2）Two-dimensional distribution 

of glutamate and GABA receptors in the cerebellum 

visualized by SDS-FRL． The28th NIPS International 

Symposium（岡崎市）。 

2. 重本隆一，Akos Kulik，中舘和彦，納富拓也（2002.3） 

GABAB 受容体サブタイプの脳領域特異的発現とシ

ナプスとの位置関係。第 75 回日本薬理学会（熊本）。 

3. 籾山俊彦，L. Zaborszky（2002.3）前脳基底核アセチ

ルコリン性ニューロンへの GABA 性シナプス伝達

に対するソマトスタチンの抑制作用。第 75 回日本

薬理学会年会（熊本市）。 

4. 籾山俊彦, L. Zaborszky（2002.3）前脳基底核アセチ

ルコリン性ニューロンへの GABA 性シナプス伝達

に対するソマトスタチンの抑制作用。第 79 回日本

生理学会大会（広島市）。 

5. 籾山俊彦, L. Zaborszky（2002.7）前脳基底核アセチ

ルコリン性ニューロンへの抑制性伝達に対するソ

マトスタチンのシナプス前抑制。第 25 回日本神経

科学大会（東京都）。 

6. 重本隆一（2002.7）小脳可塑性関連分子の局在と動

態。第 25 回日本神経科学大会（東京）。 

7. Momiyama, T（ 2002.7 ）Developmental changes in 

calcium channel subtypes and D2-like receptor-mediated 

presynaptic inhibition in GABAergic transmission onto 

rat striatal cholinergic interneurones. 3rd Forum of 

Neuroscience（Paris）． 

8. 重本隆一（2002.8）Changes of AMPA receptor number 

and density during developments in the cerebellum．

JAPAN-UK worksop from molecules to memory（奈良

市） 

9. 重 本 隆 一 （ 2002.9 ） Subcellular localization of 

LTD-related membrane molecules in the rat cerebellum．

第 4 回国際代謝型グルタミン酸受容体学会（タオル

ミナ，イタリア）。 

10. 重本隆一（ 2002.10）Receptors controlling neuro-

transmission and long-term depression in the cerebellum．

西安神経生物学ワークショップ（西安，中国）。 

11. 籾山俊彦 (2002 年 11 月) 線条体抑制性シナプス伝

達を制御するシナプス前ドーパミン受容体とカル

シウムチャネル。第 30回薬物活性シンポジウム （福

岡市）。 

 

 

《大脳神経回路論研究部門》 

 

1. Karube F, Kubota Y, Kondo S, Kawaguchi Y（2002.2）

Quantitative morphological comparison of cortical 

GABAergic cell subtypes． 28th NIPS International 

Symposium Inhibitory Neural Transmission in the Brain 

Structure and Function（岡崎）. 

2. Kubota Y, Kawaguchi Y（2002.2）Charactersitics of 

postsynaptic target structures for axon terminals of 

cortical interneuron subtypes．28th NIPS International 

Symposium Inhibitory Neural Transmission in the Brain 

Structure and Function（岡崎）. 

3. 窪田芳之（2002.3）大脳新皮質の局所神経回路構築 - 

形態的解析 -。岡崎機構コンファレンス 脳のバイ
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オインフォマティクス（岡崎）。 

4. Kawaguchi Y（2002.6）Quantitative classification of 

cortical GABAcells by the axonal morphology. 

INSTITUTO JUAN MARCH DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES‘The structure of the cortical 

microcircuit’(Madrid, Spain). 

5. 苅部冬紀，窪田芳之，川口泰雄（2002.7）大脳皮質

非錐体細胞における軸索形態の定量的解析。第 25

回日本神経科学大会（東京）。 

 

 

 

《心理生理学研究部門》 

 

1. 定藤規弘 (2002.3) 局所脳血流測定による人間の

高次脳機能の画像化。第 2 回社会技術研究フォーラ

ム（東京,日本）。 

2. Sadato N (2002.3) Cross-modal plasticity in the deaf and 

blind: implications for education.  未来開拓福井シン

ポジウム（福井，日本）。 

3. Sadato N (2002.5) Functional neuroimaging technique 

with regional cerebral blood flow for “imaging the mind”. 

The 3rd ‘The Study on Brain Function’ International 

Symposium（福岡,日本）。 

4. 定藤規弘 (2002.5) 局所脳血流測定による人間の

高次脳機能の画像化。第 24 回日本フリーラジカル

学会（大阪，日本）。 

5. Sadato N (2002.6) Cross-modal plasticity in the deaf and 

blind: implications for education. 8th Annual Meeting of 

the Organization for Human Brain Mapping (Sendai, 

Japan). 

6. Okada T, Honda M, Okamoto J, Sadato N (2002.6) 

Activation of the primary and association auditory 

cortex by the transition of sound intensity: An 

event-related fMRI study. 8th Annual Meeting of the 

Organization for Human Brain Mapping (Sendai, 

Japan). 

7. Dong Y, Nakamura K, Okada T, Honda M, Fukuyama H, 

Mazziotta J, Shibasaki H (2002.6) Overlap and Dis-

sociation of Neural Correlates Involved in Semantic 

Processing of Words and Pictures in Native Chinese 

Speakers: an fMRI Study. 8th Annual Meeting of the 

Organization for Human Brain Mapping (Sendai, 

Japan). 

8. Ohira H, Nomura M, Haneda K, Iidaka T, Sadato N, 

Okada T, Yonekura Y (2002.6) Role of amygdala in 

subliminal priming of valenced face: further fMRI 

evidence of affective priming. 8th Annual Meeting of 

the Organization for Human Brain Mapping (Sendai, 

Japan). 

9. Nomura M, Iidaka T, Kakehi K, Okada T, Sadato N, 

Yonekura Y (2002.6) Neural mechanism for matching 

tasks using the faces of clearly expressed facial 

emotions and typical gender. 8th Annual Meeting of the 

Organization for Human Brain Mapping (Sendai, 

Japan) 

10. Horiuchi T, Nomura M, Iidaka T, Sadato N, Okada T, 

Yonekura Y (2002.6) Differences between self-referent 

encoding and other encodings: An event related fMRI 

study. 8th Annual Meeting of the Organization for 

Human Brain Mapping (Sendai, Japan). 

11. Kochiyama T, Okada T, Morita T, Matsumura M, 

Yonekura Y, Sadato N (2002.6) Correction and 

Diagnosis of Task-Related Heteroscedasticity in fMRI 

Time-Series using Independent Component Analysis. 8th 

Annual Meeting of the Organization for Human Brain 

Mapping (Sendai, Japan). 

12. Nihashi T, Kakigi R, Hoshiyama M, Okada T, Sadato 

N(2002.6) Representation of the ear in human primary 

somatosensory cortex. 8th Annual Meeting of the 

Organization for Human Brain Mapping (Sendai, Japan). 

13. Oga T, Honda M, Toma K, Murase N, Okada T, 

Hanakawa T, Sawamoto N, Nagamine T, Fukuyama H, 

Kaji R, Shibasaki H (2002.6) Abnormal cortical 

mechanisms of voluntary movement in patients with 

focal hand dystonia. 8th Annual Meeting of the 

Organization for Human Brain Mapping (Sendai, Japan). 

14. Kato H, Honda M (2002.6) Nonlinear time series 

modeling for corticomuscular functional coupling. 8th 

Annual Meeting of the Organization for Human Brain 
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Mapping (Sendai, Japan). 

15. Oohashi T, Kawai N, Honda M, Nakamura S, Morimoto 

M, Nishina E, Maekawa T (2002.6) Electroencephalo- 

graphic measurement of possession trance in the field. 

8th Annual Meeting of the Organization for Human 

Brain Mapping (Sendai, Japan). 

16. Tanaka S, Michimata C, Kaminaga T, Honda M, Sadato 

N (2002.6) Superior digit memory of abacus experts: An 

event-related functional MRI study. 8th Annual Meeting 

of the Organization for Human Brain Mapping (Sendai, 

Japan). 

17. Sadato N (2002.6) Functional neuroimaging technique 

with regional cerebral blood flow for “imaging the mind”.  

The 3rd‘The Study on Brain Function’International Fatigue 

Symposium（Stockholm, Sweden）. 

18. 定藤規弘 (2002.6) 3 テスラ fMRI が切り開く脳機能

研究の新たな展開。広島脳機能研究会 (広島，日本)。 

19. 田中悟志，道又爾，神長達郎，本田学，定藤規弘 

(2002.7) そろばん熟練者の優れた数字記憶に関わ

る神経基盤。第 25 回日本神経科学大会（東京，日

本）。 

20. Yagi R, Nishina E, Kawai N, Honda M, Maekawa T, 

Nakamura S, Morimoto M, Sanada K, Toyoshima M, 

Oohashi T (2002.7) Auditory Display for Deep Brain 

Activation: Hypersonic Effect. The 8th International 

Conference on Auditory Display (Kyoto, Japan). 

21. 定藤規弘  (2002.7) 高次脳機能の可塑性：機能的

MRIによるアプローチ 第45回日本神経化学学会大

会（札幌，日本）シンポジウム PET・MRI を用い

たヒト脳機能イメージング：現状と展望 

22. Kawai N, Honda M, Nakamura S, Samatra P, Nakatani 

Y, Oohashi T (2002.8) Neurobiological study on 

possession trances. XII World Congress of Psychiatry 

(Yokohama, Japan). 

23. 定藤規弘 (2002.9) 局所脳血流測定による人間の

高次脳機能の画像化。京滋眼疾患シンポジウム（京

都，日本） 

24. 定藤規弘 (2002.9) 局所脳血流測定による人間の

高次脳機能の画像化。統計数理学研究所シンポジウ

ム（東京，日本） 

25. Honda M, Hanakawa T, Sawamoto N (2002.11) 

Differential activation of rostral part of premotor cortex 

in mental operation. Society for Neuroscience 32th 

Annual Meeting(Orland, USA).  

26. 定藤規弘 (2002.11) 局所脳血流測定による人間の

高次脳機能の画像化。第 29 回岐阜県 MR 研究会（岐

阜，日本）。 

27. 定藤規弘 (2002.12) 局所脳血流測定による人間の

高次脳機能の画像化。デザイン工学会（和歌山，日

本）。 

 

 

《形態情報解析室》 

 

1. 有井達夫（2002.2）超高圧電子顕微鏡による三次元

画像解析。第 10 回東海電子顕微鏡技術研究会（名

古屋） 

2. 古家園子，古家喜四夫（2002.3）小腸絨毛上皮下線

維芽細胞における Ca2+波伝播と ATP 放出のメカニ

ズム。第 107 回日本解剖学会全国学術集会（浜松） 

3. Katagiri N, Shigematsu Y, Arii T, Katagiri Y (2002.3) 

Three-dimensional analysis on the peculiar stellate 

muscle cells examined with high voltage TEM. 第 107

回日本解剖学会全国学術集会（浜松） 

4. 濱 清，伊藤嘉邦，山田直子，有井達夫（2002.5）

超高圧電子顕微鏡による神経細胞およびグリア細

胞の CT 画像解析。日本電子顕微鏡学会第 58 回学術

講演会（大阪）  

5. 片桐展子，重松康秀，岡野正史，有井達夫，片桐康

雄（2002.5）眼外光受容（皮膚光覚）細胞の軸索の

走行：連続切片の超高圧電顕写真の立体再構築。日

本電子顕微鏡学会第 58 回学術講演会（大阪） 

6. Katagiri N, Shigematsu Y, Okano M, Arii T, Katagiri Y

（2002.9）Three-dimensional analysis on the axons of 

dermal photoreceptor cells in the dorsal mantle of the 

juvenile Onchidium with high voltage electron microscope. 

12th Keio Univ. Internat. Sympo. Life Sciences and 

Medicine.（東京） 

7. 小澤一史，謝 蔵霞，有井達夫，河田光博（2002.9）

老化による脳の神経細胞の超微細構造-超高圧電子
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顕微鏡を用いた解析-。 第 34 回日本臨床電子顕微

鏡学会学術集会（札幌） 

8. 一海孝光，有井達夫 (2002.11) アクチン微小クリス

タルの超高圧電子線回折。日本生物物理学会第 40

回年会（名古屋） 

9. Furuya, S, Furuya, K(2002,12) Cell-shape-dependent 

change of mechanically induces Ca2+ response and ATP 

release in subepithelial fibroblasts of rat small intestinal 

villi. 42nd American Society for Cell Biology Annual 

Meeting（San Francisco, USA） 

 

 

《生体情報処理室》 

 

1. Miyawaki T, Tsubokawa H, Yokota H, Masuzawa T, 

Kawai N.（2002. 7）Differential Effects of Novel Wasp 

Toxin on Rat Hippocampal Interneurons.日本神経科学

学会第 25 回大会（東京）。 

2. Takagi S, Mori S, Tsubokawa H.（2002. 7）Contribution 

of voltage-gated K+ channels to activity-dependent 

changes in cell volume in the hippocampal CA1 region. 

日本神経科学学会第 25 回大会（東京）。 

3. 高木佐知子，森信一郎，小幡邦彦，坪川宏（2002. 11）

シナプス入力により誘発される海馬 CA1 領域の一

過性細胞容積増加。海馬と高次脳機能学会（浜松）。

 

 

《機能情報解析室》 

 

 該当なし  

 

 

《高次脳機能究プロジェクト》 

 

1. 遠藤 利朗，小幡 邦彦，柳川 右千夫，伊佐 正 

(2002.7) 上丘浅層におけるニコチン型アセチルコ

リン受容体を介した GABA 性シナプス伝達の修飾

-GAD67-EGFP ノックインマウスを用いた解析。第

25 回日本神経科学大会（東京）。  

2. Toshiaki Endo, Yuchio Yanagawa, Kunihiko Obata, 

Tadashi Isa (2002.11) Nicotinic facilitation of GABAA 

receptor-mediated inhibition in the superficial superior 

colliculus studied in GAD67-EGFP knock-in mice. 

Society for Neuroscience 32th Annual Meeting (Orland, 

USA). 

3. 坂谷 智也，伊佐 正 (2002.7) 微小電流刺激法に

よるマウスのサッカード眼球運動生成機構の解析。 

 第 25 回日本神経科学大会 （東京）。 

4. Sakatani T, Isa T (2002.11) Quantitative study of the 

saccadic eye movements evoked by prolonged electrical 

stimulation of the superior colliculus in mice. Society 

for Neuroscience 32nd Annual Meeting (Orlando, USA). 

5. 斉藤 康彦，伊佐 正 (2002.7) ラット上丘-脳幹網

様体投射細胞のバースト発火生成機構。第 25 回日

本神経科学大会（東京）。 

6. 勝田 秀行, 伊佐 正 (2002.7) 上丘浅層は中間層

を直接活性化する。第 25 回日本神経科学大会 （東

京）。 

7. 伊佐 正 (2002.7) 霊長類における脊髄固有ニュー

ロンの運動制御における役割。第 25 回日本神経科

学大会シンポジウム（東京）。 

8. 関 和彦 (2002.7) サルの随意運動時における脊髄

介在ニューロンに対する末梢求心性入力。第 25 回

日本神経科学大会（東京）。 

9. 山下哲司，伊佐正 (2002. 3) 中脳ドパミン細胞にお

けるニコチン型受容体刺激に伴う CAN チャンネル

の活性化におけるカルシウムカルモジュリンの作

用。第 79 回 日本生理学会（広島）  

10. Fengxia Lee, 遠藤 利朗, 伊佐 正 (2002.7) マウ

ス上丘中間層における抑制性シナプス伝達に対す

るムスカリン受容体の活性化によるシナプス前抑

制。第 25 回日本神経科学大会 （東京）。 
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《感覚・運動機能研究プロジェクト》 

 

1. R Kakigi (2002, 5) Invstigation of somatosensory and pain 

perception in humans using magnetoencephalography 

(MEG). The Third International Symposium on the Study 

of Brain Function (Fukuoka,Japan). 

2. M.Nakamura,Y.Kaneoke,K.Watanabe,R.Kakigi 

(2002,6) Visual motion detection in Williams syndrome. 

8th International Conference on Functional Mappinng of 

the Human Brain (Sendai,Japan). 

3. T.D.Tran,K.Inui,M.Hoshiyama,K.Lam,Y.Qiu,R.Kakigi 

(2002, 6) Cerebral activation by the signals ascending 

through unmyelinated C-fibers in humans:A 

magnetoencephalographic study. 8th International 

Conference on Functional Mappinng of the Human 

Brain (Sendai,Japan). 

4. K.Maruyama, Y.Kaneoke, R.Kakigi (2002, 6)Speed of 

the incoherent motion is represented in the neural 

activity of the human extrastriate cortex. 8th 

International Conference on Functional Mappinng of the 

Human Brain (Sendai,Japan). 

5. T. Fujioka, L.J. Trainor, B. Ross, R. Kakigi, C. Pantev 

(2002, 8) Cortical representarion of pitch contour and 

interval changes of melodies. The 13th International 

Conference on Biomagnetism (Jena,Germany). 

6. T.D. Tran, K. Inui, M. Hoshiyama, K. Lam, Y. Qiu, R. 

Kakigi (2002, .8) Simultaneous activation of primary and 

secondary somatosensory cortices following CO2 laser 

stimulation of C-fibers in humans. The 13th International 

Conference on Biomagnetism (Jena,Germany). 

7. K. Inui, T.D. Tran, Y.Qiu, X.Wang, M. Hoshiyama, 

Kakigi R. (2002, 8) Cortical responses to intra-epidermal 

electrical stimulation in humans. The 13th International 

Conference on Biomagnetism (Jena,Germany). 

8. A. Gunji, D. Levy, R. Ishii, R. Kakigi, C. Panteve. (2002, 

8) The voice-specific process revealed by neuromagnetic 

responses. The 13th International Conference on 

Biomagnetism (Jena,Germany). 

9. H. Okamoto, R. Ishii, B. Ross, E. Curlia-Guy, J.M. 

Nedzelski, T. Kubo, R. Kakigi, C. Panteve. (2002, 8) A 

new stimulation paradigm for the investigation of auditory 

habituation effects. The 13th International Conference on 

Biomagnetism (Jena,Germany). 

10. Fujioka T,Okamoto H,Takeshima Y,Kakigi R,Ross 

B,Pantiv C. (2002, 8)Cortical representation of pitch and 

timber of the missing fundamental of complex sounds. 

The 13th International Conference on Biomagnetism 

(BIOMAG2002) Jena,Germany 

11. K. Miki, S. Watanabe, R. Kakigi, A. Puce. (2002, 8) 

Magnetoencephalographic study on occupitotemporal 

activity elicited by veiwing mouth movements. The 13th 

International Conference on Biomagnetism (Jena,Germany). 

12. M. Bundo, A. Nakamura, T. Yamada, K. Horibe, Y. 

Washimi, T. Kachi, S. Kawatsu, T. Kato, K. Ito, Y. 

Kaneoke, R. Kakigi. (2002, 8) Characteristics of signal 

transmission to bilateral MT+ areas on viewing a visual 

motion stimulus within one visual hemifield. The 13th 

International Conference on Biomagnetism 

(Jena,Germany). 

13. X. Wang, K. Inui, Y. Qiu, M. Hoshiyama, D.T. Tran, R. 

Kakigi (2002, 8) Multiple-source analysis of 

Pain-related somatosensory evoked magnetic fields in 

humans. The 13th International Conference on 

Biomagnetism (Jena,Germany). 

14. R. Kakigi, T.D. Tran, K. Inui, M. Hoshiyama, K. Lam, 

Y. Qiu. (2002, 8) Cerebral activation by the signals 

ascending through unmyelinated C-fibers in humans:A 

magnetoencephagraphic study. The 13th International 

Conference on Biomagnetism (Jena,Germany). 

15. T. Kubota, Y. Kaneoke, K. Maruyama, R. Kakigi. (2002, 

11)Human cortical activity related to the perception of 

apparent motion by the random-dot pattern 32th annual 

meeting of society of neuroscience (Orlando, U. S. A.). 

16. A. Sofue, Y. Kaneoke, R. Kakigi. (2002, 11) Second-order 

motion detection in humans: a magnetoencephalography 

and functional MRI study 32th annual meeting of society 

of neuroscience (Orlando, U. S. A.) 

17. 乾幸二，Tran Diep Tuan，秋云海，王暁宏，宝珠山

稔，柿木隆介（2002, 4）針電極を用いた表皮内電気

刺激による痛み関連誘発脳磁場。第 19 回日本脳電

磁図トポグラフィー研究会（徳島）。 

18. 柿木隆介（2002, 5）生理学研究所での脳磁図研究：
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10 年間の歩み。第 17 回日本生体磁気学会（静岡）。 

19. 二橋尚，柿木隆介（2002.5.25）耳の第一次体性感覚

野局在 fMRI を用いて。第 17 回日本生体磁気学会

（静岡）。 

20. 王暁宏，乾幸二，秋雲海，宝珠山稔，Tuan Diep Tran，

柿木隆介 (2002, 5) Effects of sleep on pain-related 

somatosensory evoked magnetic fields in humans. 第 17

回日本生体磁気学会（静岡）。 

21. 三木研作，渡邊昌子，柿木隆介（2002， 5）｢口の開

閉｣を見るときの脳活動。第 17 回日本生体磁気学会

（静岡）。 

22. 乾幸二，Tuan Diep Tran，秋雲海，王暁宏，宝珠山

稔，柿木隆介（2002.5）表皮内電気刺激法による痛

み関連誘発脳磁場。第 17 回日本生体磁気学会（静

岡）。 

23. 柿木隆介（2002， 7）ヒトの脳内痛覚認知機構：脳

波と脳磁図を用いた研究。第 25 回日本神経科学大

会（東京）。 

24. 金桶吉起（2002， 7）視覚性運動速度の脳内表現。

第 25 回日本神経科学大会（東京）。 

25. 柿木隆介，乾幸二，Tuan Diep Tran，秋云海，王暁宏

(2002， 9) 末梢神経 C 線維を選択的に刺激して得ら

れる大脳誘発反応。第 13 回日本末梢神経学会 （静

岡）。 

26. 柿木隆介（2002， 9）視覚研究への MEG の応用（シ

ンポジウム C MEG による脳磁計測と医学への応用）。 

第 13 回日本末梢神経学会 （静岡）。  

27. 軍司敦子 (2002， 11) 発声関連脳電位（シンポジウ

ム 14：運動関連脳電位の基礎と臨床応用）。第 32

回日本臨床神経生理学会学術大会（福島）。 

28. 渡邊昌子，三木研作，柿木隆介（2002，11）｢目の動

き｣を見るときの脳活動。第 32 回日本臨床神経生理

学会学術大会 （福島）。 

29. 三木研作， 渡邊昌子， 柿木隆介（2002， 11）｢口

の動き｣を見るときの脳活動。第 32 回日本臨床神経

生理学会学術大会 （福島）。 

30. 久保田哲夫， 金桶吉起， 丸山幸一， 柿木隆介

(2002，11) 脳磁図を用いたランダムドット図の仮現

運動知覚と神経活動の検討。第 32 回日本臨床神経

生理学会学術大会 （福島）。 

31. 丸山幸一， 金桶吉起， 久保田哲夫， 柿木隆介

（2002，11）脳磁図を用いた incoherent motion 1 の速

度検出機構の検討。第 32 回日本臨床神経生理学会

学術大会 （福島）。 

32. 宝珠山稔，柿木隆介（2002，11）正中神経刺激によ

る体性感覚誘発電位の Recovery function．第 32 回日

本臨床神経生理学会（福島）。 

34. 尾島司郎， 大草知裕，柿木隆介(2002，12) Processing 

of compound verbs in Japanese : an MEG study. 金沢

工業大学「脳と言語」国際シンポジウム（金沢）。 

 

 

 

《時系列生命現象研究領域》 

 

1. 中條浩一，岡村康司（2002，7 月）Ca2+放出で活性

化される Ca2+依存性 K+ チャネルの発現がホヤ筋細

胞の膜興奮性のモードを切り替える。日本神経科学

会（東京） 

2. 大塚幸雄，岡村康司（2002，7 月）ホヤ初期胚にお

ける電位依存性カルシウムチャネルβサブユニット

の発現様式 日本神経科学会（東京）  

3. 中瀬古（泉）寛子，山口真司，大塚幸雄，足立（赤羽）

悟美，岡村康司（2002，3 月）ホヤのDHP 抵抗性 

 

 

 Ca チャネルは，ドメイン III ポア領域の単一アミノ

酸変異により DHP 感受性を獲得する。日本生理学

会（広島） 

4. 中瀬古（泉）寛子，山口真司，大塚幸雄，足立（赤羽）

悟美，岡村康司（2002，2 月）。The DHP-insensitive 

L-type-like Ca2+ channel of ascidian acquires the 

DHP-sensitivity by a single-site substitution in the 

domain III P-region. Biophys Society Meeting (San 

Francisco)  
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《生命環境研究領域》 

 

1. 吉田卓史，西田基宏，原雄二，森泰生（2003 年 3

月）システイン酸化による TRPC5 チャネルの活性

化。第 80 回日本生理学会年会（福岡）。 

2. 山田和徳，野村英樹，五日市友子，森誠之，森恵美

子，斉藤久美子，紺井一郎，挟間章博，馬渕宏，森

泰生（ 2002 年5 月）HEK293 細胞に発現させた

Polycystin-L channel の機能解析。第 45 回日本腎臓学

会学術総会（大阪）。 

3. 原雄二，西田基宏，吉田卓史，森恵美子，森泰生（2002

年 5 月）TRPM2 Ca2+-Permeable Channel Activated by 

Changes in Redox Status Confers Susceptibility to Cell 

Death．第 66 回日本生化学会中部支部例会（愛知）。 

4. 原雄二，西田基宏，吉田卓史，森恵美子，森泰生（2002

年 6 月）TRPM2 Ca2+-permeable channel activated by 

changes in redox states confers susceptibility to cell 

death. FASEB summer research conference (Salt Lake 

City, U.S.A.)． 

5. 原雄二，森泰生（2002年 10月）TRPM2 Ca2+-permeable 

channel activated by changes in redox states confers 

susceptibility to cell death. 第 75 回日本生化学会年会

（京都）。 

6. 西田基宏，杉本健二，森井孝，黒崎知博，森泰生（2002

年 10 月）Phospholipase C 凝集マイクロドメイン形

成とCaシグナリング。第 75回日本生化学会年会（京

都）。 

7. 吉田卓史，西田基宏，原雄二，森泰生（2003 年 3

月）Cysteine oxidation is essential for TRPC5-mediated 

Ca2+ entry．第 80 回日本生理学会（福岡）。 

8. 荒井健，丸山芳子，西田基宏，森泰生，田辺思帆里，

高河原周一，小笹徹，長尾拓，黒瀬等（2002 年）

Endothelin 1 刺激によって惹起される心肥大におけ

る G12/13 の役割の解明。第 122 回薬学会年会（千

葉）。 

9. 西田基宏，杉本健二，原雄二，森恵美子，森井孝，

黒崎知博，森泰生（2003 年 3 月）Amplification of 

receptor signaling by Ca2+ entry-mediated translocation 

and activation of phospholipase Cγ2 in B lymphocytes．

第 76 回日本薬理学会年会（福岡）。 

10. 森泰生，原雄二，吉田卓史，西田基宏（2002 年 10

月）カルシウムチャネル活性化のレドックス制御。

第 75 回日本生化学会年会（京都）。 

11. 西田基宏, 高河原周一, 丸山芳子, 杉本義幸, 長尾

拓 ， 黒 瀬 等  (2002 年 7 月 ) 。 Gβγ counteracts 

Gαq-signaling upon α1-adrenergic receptor stimulation 

XIVth World Congress of Pharmacology（San Francisco, 

CA）． 

12. 五日市友子，森恵美子，井本敬二，森泰生（2002

年 7 月）P/Q 型カルシウムチャネル変異マウスにお

けるカルシウムチャネル機能の変化。日本神経科学

大会（東京）。 

13. 五日市友子 , 森恵美子 , 井本敬二 , Theresa A 

Zwingmann, Karl Herrup, 森泰生 （2002 年 11 月）

Rocker mutation alters P/Q-type calcium channel 

properties in cerebellar Purkinje cells and the 

recombinant expression system．the 32nd Neuroscience 

meeting(Orlando, USA) . 

14. 森泰生（2003 年 3 月）Ca2+-permeable TRP channels 

coordinates amplification of receptor signaling．日米科

学技術協力事業「脳研究」分野情報交換セミナー：

Neural Signalplexes and Ion Channel Regulation（岡崎）。 

 

 

《戦略的方法論研究領域》 

 

1. 永山國昭（2002．2）顕微鏡の感性・ミクロ宇宙と

ナノ宇宙の美学。第 38 回分子科学フォーラム（岡

崎）。 

2. 長 澤 賢 幸 ， 永 山 國 昭 , 巽 和 行 （ 2002 ． 3 ）

(Et4N)3[Fe4S4(SH)4]クラスターの新規合成法。

第 82 回日本化学会春季年会（東京）。 

3. 永山國昭（2003．4）大学発バイオベンチャー「ゲ

ノム情報産業とテラベースプロジェクト」。東海バ

イオベンチャーフォーラム（名古屋）。 

4. 永山國昭（ 2002． 4） Electron Microscope DNA 

Sequencing．第 14 回国際生物物理学会（ブエノスア

イレス，アルゼンチン）。 
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5. 永山國昭，Danev R，杉谷正三，松本友治，大河原

浩，石塚和夫，亀谷清和，臼田信光（2002．5）電

子位相顕微鏡法の開発と生物系への応用。第 58 回

日本電子顕微鏡学会（大阪）。 
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1．脳内部位特異的ドレブリン A ノックアウトマウスの作製 

 

白尾智明（群馬大学大学院 医学系研究科 高次細胞機能学） 

児島伸彦（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

小幡邦彦，柳川右千夫（神経化学研究部門） 

 

ドレブリンは神経細胞樹状突起スパインに存在するア

クチン結合蛋白であり，シナプス可塑性時のスパイン細

胞骨格の再編成に関与している。本研究では，ドレブリ

ン A を部位特異的にノックアウトし，シナプス機能の変

化を解析することにより，シナプス機能における神経伝

達物質受容体・細胞骨格連関の重要性を明らかにするこ

とを目指した。 

一昨年までの研究により，ドレブリンの発現量を変化

させずにドレブリンAアイソフォームの発現のみを脳内

全体でノックアウトするために作成したターゲッティン

グベクター pDA によってはキメラが誕生しないことが

判った。昨年，ドレブリン A のスプライスバリアントの

一つである S ドレブリン A が発見されたが，pDA はこの

S ドレブリン A の発現も抑制すると考えられる。このス

パライスバリアントの発現抑制がキメラの正常発生に影

響を及ぼしている可能性がある。そこで，昨年新たに，

lox P 配列を有するコンディショナルノックアウト用の

ドレブリン A ターゲッティングべクターを作成した。こ

のヴェクターを用いて ES 細胞に相同組み換えを起こさ

せた。本年はこの ES 細胞を使って “wild-type allele”と

“targeted allele”のヘテロな遺伝子を持つマウス(+/target)

を作製した。次にこのマウス同士を掛け合わせ

（target/target）マウスを作製した。今のところ，このマウ

スには，はっきりとわかるような行動異常は検出されて

いない。また，CaMKII プロモーターにより Cre リコン

ビナーゼを発現する CaMKII-cre マウスと  マウス

(+/target)とを掛け合わせ， forebrain neuron-specific に 

drebrin A をノックアウトするマウスを作製した。 

この試みにとは別に，培養 12 日目の低密度海馬初代培

養神経細胞にドレブリン A 特異的エクソン 11 に対する

アンチセンスオリゴヌクレオチドを投与し，ドレブリン

A の発現を特異的に抑制して，樹状突起スパインの形態

変化を観察したところ，発生過程におけるドレブリン A

の発現抑制はスパインの形成を抑制することがわかった。

また，この系を用いてシナプス後部肥厚の代表的なタン

パク質である PSD-95 の集積に関する変化を調べたとこ

ろ，ドレブリン結合型アクチンの集積が PSD-95 のスパ

イン内への集積を開始させる必要条件となっていること

がわかった。 

 

 

2．新規の神経突起伸長遺伝子 norbin ノックアウトマウスの行動解析 

 

丸山 敬（埼玉医科大学・医学部・薬理学教室） 

小幡邦彦（生理学研究所・神経化学部門） 

 

長期増強（LTP）に関与する遺伝子の探求を，報告者

が生理学研究所に在籍当時から開始した。LTP を誘発す

る K チャンネル阻害剤 tetraethylammonium によって発現

が上昇する遺伝子をラット海馬スライスで検索した。そ

の結果，神経組織に特異的な新規の遺伝子（KW8 と 

norbin）を特定した。KW8（現在は NeuroD2 と命名され

ている）は，分化関連の転写因子に多く見られる basic 

helix-loop-helix 領域を持つ新規の遺伝子であった。ノッ

クアウト（KO）マウスの作成を開始したが，Olson JM

らが先に報告した(Devel. Biol. 2001, 234, 174-)｡ 

norbin には特徴的なドメイン構造は見いだされなかっ

た。神経系培養細胞である Neuro 2a に過剰発現したとこ

ろ，神経突起の伸長が誘引された。我々の報告から 2 年

後，軟骨のハイドロキシアパタイト吸収促進活性をもち

軟骨と神経に発現している因子 neurochondrin (Ishiduka Y

ら Biochim Biophys Acta. 1999 1450:92)として norbin が報

告された。末梢神経での norbin の発現を再検討したとこ

ろ，腸管神経叢に発現していることが確認された。 
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本共同研究により，数年来，norbin KO マウスの作成

を目指してきた。KO ベクターを 5 種類作成し，千個以

上の ES 細胞のクローンをスクリーニングしたが，相同

組換え体を得ることができなかった。その原因は不明で

ある。 

2001 年 10 月，ランダムインサーションにより KO マ

ウスを網羅的に作成するプロジェクトを行っているドイ

ツ GSF-Inst. of Mammalian Genetics より，norbin KO マウ

スが提供された。この KO マウスは肉眼及び光顕レベル

での観察では大きな異常は見いだされず，また，だいた

い正常に繁殖している。行動にも大きな異常は見いださ

れなかった。そのゲノムは，norbin のアミノ酸配列の C

末にベクターが込まれており，C 末が部分的に欠如して

いる。イムノブロットにより 70kDa の欠損型はコントロ

ールマウス（約 80kDa）と同等に発現していた。分布な

どに差は見られなかった。従って，本研究では nobrin の

C 末側は重要な生理機能に関与していないことが明らか

となった。 

 

 

3．GAD65 ノックアウトマウスを用いた文脈記憶形成のメカニズムの解析 

 

松木則夫（東京大学大学院薬学系研究科） 

山田麻紀（東京大学大学院薬学系研究科） 

中尾和人（東京大学大学院薬学系研究科） 

小幡邦彦（生理学研究所神経化学部門） 

 

GAD65 ノックアウトマウスは脳内 GABA が減少し，

不安や恐怖の指標となる情動行動に異常がみられている。

記憶には情動系が関与することがよく知られているが，

細胞やシナプスレベルでの解析は非常に遅れている。そ

こで，我々は，この GAD65 ノックアウトマウスを用い，

麻酔下さらには無麻酔下の個体に対して電気生理学的に

シナプス伝達を解析し，同じ個体を用いて記憶や情動に

対する行動実験を行うことで，扁桃体を介した海馬の文

脈記憶形成メカニズムの調節機構の解明を目指した。 

まず，情動に深く関わる扁桃体と海馬の関係を麻酔下

動物を用いて解析した。既に，当教室を始め，海馬にお

けるシナプス伝達に対する扁桃体の役割を調べた論文が

いくつか報告されている。これらの論文のほとんどは記

録が容易なことから歯状回における集合スパイクの解析

を行っている。しかし，この方法では抑制性神経伝達に

よるアーチファクトなどが除去できていない。そこで，

まず麻酔下の動物から興奮性シナプス電位(EPSP)を記録

することを試みた。その結果，歯状回分子層に伸びる顆

粒細胞の樹状突起層でシナプス電位を記録することに成

功し，その傾きを解析することからほぼ純粋な EPSP の

パラローターを得た。さらに，脳弓海馬采を切断した同

一個体において，空間学習とシナプス可塑性の関連を解

析し，長期増強(LTP)および長期抑圧(LTD)の両方に統計

的に有意な相関関係を見出した。以上で，本手法の妥当

性が証明されたと考えた。 

貫通繊維－歯状回シナプスに対する扁桃体基底外側核

(BLA)刺激の影響を検討した。BLA に 400Ma のバースト

刺激を 1 秒ごとに 600 回適用し，同時に貫通繊維を刺激

した。貫通繊維を刺激するパルス数を変えて，BCM 関係

を調べた。その結果，BLA の低頻度刺激では長期抑圧

(LTD)が増強され，高頻度刺激では長期増強が大きくな

った。BCM 曲線が右方にシフトしたと結論された。これ

らの結果は扁桃体の活動レベルにより海馬歯状回におけ

るシナプス可塑性が両方向性に調節しうることを示して

おり，情動による記憶・学習調節のシナプスレベルでの

証拠と考えられた。 

次に，無麻酔無拘束下でシナプス電位を測定する装置

の開発に取り組んだ。コネクターの形状を工夫したりし

て安定な記録を得て，スパイク解析ソフトの作成を行っ

ている。次に，恐怖条件付けが海馬シナプス伝達に及ぼ

す影響を解析するために，至適条件の検討を行っている。

テタヌス刺激を与えず，歯状回 LTP の誘導を試み，文脈

記憶形成と LTP を結びつけようと考えている。LTP の変

化が観察された場合，無麻酔無拘束下で電気生理学的実

験を行い，恐布条件付けをした時の歯状回 LTP の誘導を

試みる計画である。 

以上のように，個体動物の電気生理学および行動解析

についてほぼ準備が整っているが，GAD65 ノックアウト



生理学研究年報 第 24 巻（Dec,2003） 

114 

マウスの微生物学的汚染が発覚したため，クリーンアッ

プなどの処置が必要であることが判明し，残念ながらノ

ックアウトマウスを用いた解析は遅れている。 

BLA から歯状回へは直接的な投射が無く，嗅内野皮質

を介した投射であると示唆されている。また，BLA から

歯状回以外の部位への投射の役割についても未解明であ

る。これらの解析も情動による記憶・学習の調節解明に

役立つはずである。 

 

 

 

4．GFP を利用した細胞小器官内 Ca2+動態解析 

 

宮崎俊一，尾田正二，白川英樹，河内全，淡路健雄（東京女子医科大学・第二生理） 

出口竜作（宮城教育大学） 

吉田 繁（近畿大学・理工学部・生命科学科） 

小幡邦彦（生理学研究所・神経化学部門） 

 

蛍光蛋白質（green fluorescent protein; GFP）の cDNA と

任意の蛋白質の cDNA を連結し，細胞に発現させた蛋白

質を可視化する方法を利用して，細胞内の特定の局所部

位，特に細胞内小器官である小胞体やミトコンドリアに

おける Ca2+濃度変化を画像解析する試みを行った。哺乳

動物卵に Ca2+測定用蛋白プローブを発現させて，受精時

に細胞質でおこる Ca2+波，Ca2+オシレーションに連動す

る小器官内 Ca2+動態の解析を目指した。 

まず卵細胞に任意の蛋白質を発現させる方法として，

その蛋白の RNA に 200 個以上の poly(A)を付加すること

が有効であることを見いだし，この方法を確立した。こ

の方法を用い，小胞体に標的した GFP-CAMELEON の

RNA-poly(A)をマウス卵に注入し発現させた。しかし小

胞体にうまく入らず，プローブの作成に工夫か必要であ

った。ミトコンドリアに標的した GFP-PERICAM を発現

させると，ミトコンドリアの分布に一致した発現が得ら

れ，Ca2+濃度変化に対応する蛍光強度変化が観察された。

しかし細胞の自家蛍光と重なる可能性があり，蛍光の各

コンポーネントを分離する方法を考案し，実働させる実

験を行った。 
 
 

5．上衣細胞の濃度感受性ナトリウムチャネル 

 

吉田 繁（近畿大学・理工学部・生命科学科） 

毛利達磨（生理学研究所・細胞内代謝研究部門） 

小幡邦彦（生理学研究所・神経化学研究部門） 

須谷康一（近畿大学大学院・総合理工学研究科） 

尾松万里子（滋賀医科大学・第二生理学教室） 

 

1）研究の背景 

膜電位ではなく Na+濃度に感受性を示す新型 Na+チャ

ネル NaC (c=concentration)を 2002 年に報告したが(Nature 

Neuroscience 5: 511-512)，細胞機能との関係は未だ明らか

とはなっていない。本実験は，血液脳関門を欠く内側隆

起に存在している NaC 所有上衣細胞(別称：タニサイト

[tanycyte：tany = 細長い] )の機能を解明する試みである。 

2）実験方法 

マウス(C57BL/6J)脳の内側隆起(median eminence)を含

む部位の 150-250 ミクロン厚スライスを作成して Na+感

受性蛍光色素(SBF)で染色し，細胞外 Na+濃度変化に対す

る第三脳室周囲部の応答を画像解析装置(浜松ホトニク

ス ARGUS)で観察した。図 1A は，脳スライスの全体像

と第三脳室および内側隆起部の拡大像を示している。 

また，内側隆起をトリプシン処理することによってタ

ニサイトを単離した(図 2A)。 
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3）実験結果 

(3a) マウス脳スライス 

第三脳室底に接するように細胞体を並べているタニサ

イトの突起は，内側隆起内を走行している。潅流溶液を

標準細胞外液(140 mM Na+)から高濃度 Na+溶液(160-200 

mM Na+)に切り替えると，内側隆起各部の細胞内 Na+濃

度は持続的かつ可逆的に上昇した (図 1B 上のトレース)。

他方，第三脳室側壁部および周辺部は高濃度 Na+溶液に

殆どまたは全く反応しなかった(図 1B 下のトレース)。 

(3b) 単離タニサイト  

単離したタニサイトは，細長い突起を持っていた(図

2A）。パッチクランプ法（全細胞記録法）で刺激を与えた

が，K+電流が記録されるのみで興奮性はみられなかった。 

一方，球形で数本の突起を持つ神経細胞は，自発放電

を示しと共に刺激に応じて Na+電流を発生するという対

照的な性質を示した。 

4）考察 

実験結果から，「タニサイトは CSF（脳脊髄液)の Na+

濃度をモニターする順応性の低い感覚受容器」であると

考えられる。CSF の Na+濃度上昇はタニサイトの細胞内

Na+濃度上昇を上昇させ，それが脱分極性の受容器電位

を持続性に惹き起こす。しかし，タニサイト自身は活動

電位発生機構は持たないので，受容器電位が突起の先端

から分泌する物質の量を制御することによって血管や神

経に情報を伝達していると推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．タンパク質凝集体形成の分子病理に関する基礎研究 

 

惠良聖一，桑田一夫，林 知也，村山幸一，根川常夫，富田美穂子 

（岐阜大学 医学部 蛋白高次機能学） 

村上政隆（生理学研究所 超微小形態生理研究部門） 

 

神経難病のパーキンソン病，プリオン病，アルツハイ

マー病などはそれぞれのキータンパク質が神経組織内に

異常凝集体を形成して不溶性物質として沈着し発症す

る，いわゆるタンパク質のコンフォメーション異常症と

して注目されている。本研究の目的はそのようなタンパ

ク質の異常凝集体形成の発現機構を解明することにある

が，前回はその基礎研究としてウシ血清アルブミン

（BSA）の溶液→ゲル変換機構の研究を 1H－NMR 測定に

より行った結果，タンパク質の高分子集合体の詳細を解

析するのに交差緩和スペクトルが有用であることが分か

った。今回はその応用として，正常者あるいはヘモグロ

ビン異常症患者血球をキャピラリーに詰めて，赤血球内

の水分子の交差緩和時間（TIS）測定を行い，BSA の溶

液状態とゲル状態で得られた前回の結果と比較・検討し

た。この TIS 測定はｆ2 照射部位として－60 ppm から 60 

ppm までをγH2/2π単位で 250 Hz の照射強度にて行っ

た。 

図 1 に 1/ TIS vs f2 (ppm)で表される交差緩和スペクト

ルを示す。既に前回報告したように，BSA のゲル状態

（●）と溶液状態（◆）のスペクトルはその形状ではかな

り大きな差を示し，ゲル状態では中央にブロードな成分

が観測されている。このブロードな成分はゲル内の高分

子集合体（凝集体）の寄与が示唆されている。一方赤血

球に関する測定結果では，正常赤血球（□）の場合，そ

のスペクトル形状は BSA 溶液状態に類似しているが，異

常ヘモグロビン症の赤血球（○，△）の場合はハインツ

小体による高分子集合体形成が生じ，その結果 BSA のゲ

ル状態のそれに近いスペクトルが得られている。このこ
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とから，正常赤血球の場合，血球内のヘモグロビン濃度

が非常に高いにもかかわらず，その存在状態は溶液状態

であるという奇妙な結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．細胞内 Ca，サイクリック AMP，による傍細胞輸送の制御機構 
 

村上政隆，尾崎 毅（生理研）瀬川彰久（北里大医）橋本貞充（東京歯大） 

杉谷博士，吉垣純子，通川広美（日大松戸歯），瀬尾芳輝（京都府医大） 

小林聡子，金関 悳（基礎生物学研究所） 
 

外分泌腺は，分泌刺激により分泌細胞内からの分泌を

活性化するとともに血清成分を管腔に移行させる。後者

は傍細胞輸送として血清成分が細胞間隙／tight junction

を通過すると考えられてきた。しかし，傍細胞輸送機構

が分泌刺激により制御されるか否かは従来の研究では断

片的で不明な点が多く，殊に細胞内 Ca，cyclicAMP の信

号系を含む細胞内制御機構との関連は未着手である。本

研究は，大量の水分泌と開口分泌を観察できる唾液腺に

対象を限定し，血管潅流系を用い，分泌液の水分・アミ

ラーゼ・ムチン・非電解質マーカーを計測し，また刺激

時の経上皮電気抵抗の変化，tight junction の微小形態の

変化との関連を，1）北里大／生理研グループ，2）東京

歯科大／生理研グループ）。3）日大松戸歯／生理研グル

ープにより行った。 

ラット顎下腺血管潅流系を用い，唾液導管から逆行性

に蛍光色素 Rhodamine dextran を注入，灌流液に蛍光色素

LuciferYellow と分泌刺激剤 CCh (Carbachol)を添加し，共

焦点レーザー顕微鏡による水分分泌の可視化を試みた。

その結果，細胞間分泌細管に入れた Rhodamine dextran の

蛍光は水分泌と供に急速に消え，初期の水分泌がこの蛍

光の希釈速度より推定できる可能性が示されたが，

LuciferYellowの蛍光の変化は細胞間分泌細管で明らかで

なく，水分泌情報は得られなかった。一方 collagenase 処

理で得た単離腺房標本では刺激が無くても蛍光色素

LuciferYellow により管腔および側・基底側が明るく照ら

し出される。これは tight junction から LuciferYellow が分

泌細管に侵入していることを示している。カルバコール

で水分泌を刺激すると，管腔の蛍光強度は直ちに低下し

た。細胞内からの水分泌を反映した変化と思われた。管

腔の蛍光強度はいったんほぼゼロになった後，30-45 秒

後にはふたたび上昇した。これは細胞間隙から Lucifer 

Yellow が入り続けていることを示している。これらの変

化を用い，細胞内から分泌される水分分泌速度を推定し，

血管灌流標本で測定された水分分泌速度と比較した。そ

の結果，細胞内 Ca 上昇水分分泌の初期相は transcellular 

pathway，維持相はさらに paracellular pathway を通過する

水輸送が優位になることが明らかになった。本知見はこ

れまで長い間生理学の議論となっていた水の輸送経路を

明らかにした。  

2）ディ− プエッチング・フリ− ズフラクチャ− レプリ

カ法による解析：急速凍結試料作製装置により液体ヘリ

ウム下に急速凍結するとともに，凍結割断真空蒸着装置

により，ディ− プエッチング・フリ− ズフラクチャ− レ

プリカを作製し，タイト結合部の細胞膜と細胞骨格の構

造を三次元的に観察する事を目的として研究を行ってい

る。CCh および ISP 刺激後のタイト結合の形態変化を観

察すると，細胞間分泌細管部のタイト結合を構成する膜

内粒子の配列が不規則となり，フリーエンドやターミナ
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ルループの増加とともに，基底側に拡大して Tight 

junction の幅が増大する傾向が認められた。これらは，

細胞膜直下に存在するアクチン線維と結合することから，

分泌時の細胞骨格系のダイナミックな改変にともない，

タイト結合のストランドを構成する膜蛋白の局在が変化

することが示された。 

3）唾液腺におけるシグナル伝達と一酸化窒素の産生調

節について検討を行った。その結果，耳下腺においてム

スカリン性受容体刺激は細胞内の Ca2+濃度の上昇をもた

らし，内在性の一酸化窒素合成酵素が Ca2+により活性化

され，それに引き続いて一酸化窒素が産生されることが

明らかとなった。このシグナルの活性化はβ受容体刺激

では惹起されないことから，ムスカリン性受容体活性化

による分泌機能と関与している可能性が示唆された。一

方，唾液腺での膜ドメイン機能を明らかにする目的で raft

画分について検討を行った。血球系での膜ドメインの分

離を確立し，唾液腺に応用することが可能となった。  

 

 

 

8．スパインシナプスの動的制御の分子基盤 

 

河西春郎（生理学研究所） 

阿部輝雄（新潟大学脳研究所） 

 

大脳皮質の錐体細胞樹状突起のスパインは GFP 導入

や 2 光子励起観察法の導入により，形態変化の長期的追

跡が可能となってきている。我々は，更に，2 光子励起

グルタミン酸法によって，単一スパインの形態可塑性を

誘発することを可能としている。この手法を用いること

で，シナプス可塑性に関わる分子・超分子のダイナミズ

ムが可視化定量化できるはずである。この様な研究に向

けた分子標識法，有効な追跡分子，標本の選択などにつ

いて，検討を行った。また，この際，同時にシナプス前

部の機能測定を行う際の融合蛋白の作成についても，検

討を進めた。

 

 

10．虚血性神経細胞死と容積調節チャネルの機能連関 

 

塩田清二，大滝博和，中町智哉，舟橋久幸（昭和大学医学部・第一解剖学） 

土肥謙二（昭和大学医学部・救急医学科） 

坪川宏，岡田泰伸  

 

虚血性神経細胞死は炎症性サイトカイン，グルタミン

酸，アラキドン酸，接着分子，フリーラジカルや一酸化

窒素 (NO)などの様々な因子が関与する。しかし，その詳

細な機構については依然不明である。本研究は，前脳虚

血再潅流モデルにより誘導される虚血性神経細胞死の変

化を観察した。さらに，その細胞死誘導時における細胞

の容積の変化を多光子レーザー顕微鏡を用い，検討した。 

前脳虚血モデルは，両総頚動脈を 25 分間血管クリップ

により閉塞し，その除去により血流の再潅流をする漁総

頚動脈閉塞再潅流モデルにより行ない（Matsunaga et al., 

in press），本研究では，C57/BL6 系の生後 14 日目のマウ

スにより行なった。脳虚血後，経時的に神経細胞死を海

馬 CA1 領域において検討したところ，虚血前に比べ，1

日目では 90% 以上の細胞が生存しているが，2 から 3 日

目にかけて約 50% の神経細胞死が惹起されており，本モ

デルは遅発性神経細胞死であることが示唆された。さら

に，アポトーシス様細胞死の指標である TUNEL 染色を

行なった結果，細胞死の惹起に伴いその陽性細胞数の増

加が認められた。海馬 CA3 領域においてもわずかながら

細胞死が認められたが CA1 より軽度だった。神経細胞死

は歯条回，大脳皮質，線条体，および視床下部において

はほとんども認められなかった。 

本虚血モデルを用い，幼弱マウスの海馬 CA1 における

細胞の容積変化を検討したところ，細胞死の惹起に先立
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って，細胞容積の変化が認められた。 

今後，容積調節チャネルやサイトカインがどのように

細胞容積や神経細胞死を制御しているか検討していく予

定である。 

 

 

11．膵ランゲルハンス島におけるニコチン受容体と膵内分泌の関連 

 

安田浩一朗（京都大学総合人間学部） 

多門啓子, 布居久美子（京都大学人間・環境学研究科） 

森島 繁, 岡田泰伸 

 

膵内分泌組織に発現するニコチン受容体が如何なるメ

カニズムを介してインスリン分泌調節に関与しているか

を検討する。 

Wistar 系ラットを用いてコラゲナーゼ法でラ島を単離

し，トリプシン処理を行い single cell 化してスライドグ

ラス上で 24 時間培養した。Ca2+感受性蛍光色素 Fura 2 

AM を培養液中に投与して取り込ませた。2 種類のタイ

ムコースで細胞の刺激を行った。[1]グルコース（G）2.8 

mM で前灌流 10 分間 → G 8.3 mM とニコチン 10-7 M で

30分間 → G 8.3 mMとKCl 20 mMで5分間。[2]G 2.8 mM

で前灌流 10 分間 → G 2.8 mM とニコチン 10-7 M で 30

分間 → G 2.8 mM と KCl 20 mM で 5 分間。蛍光倒立顕

微鏡下で 340nm/380nm の蛍光強度比から画像解析を行

い，[Ca2+]i を経時的に測定した。 

刺激を加えると，細胞によって [Ca2+]i の変化は様々で

あり，変化のパターンで (I)～(IV)のグループに分類した

(図 1，KCl にて反応しなかった細胞は生理的な活動性を

失っていると見なして除外した)。(I)は[Ca2+]i が一旦減少

した後ピーク値に達し，その後減少して非刺激時より若

干高い濃度を保つ細胞。 (II)はオシレーションを始める    

細胞。(III) は徐々に[Ca2+]i が上昇する細胞。(IV)は KCl

のみに反応する細胞である。タイムコース [1]G 及び G

とニコチンで刺激すると，非刺激時に比して [Ca2+]i は有

意に高値を示し，ニコチン非存在下に比してニコチン存

在下で [Ca2+]i は有意に高値を示した。また，G のみで刺

激したときには見られなかった(III)に分類される細胞が，

G とニコチンで刺激した場合では 23%存在した(表 1)。 

タイムコース [2] ニコチンのみで刺激すると，ニコチン

非存在下に比して [Ca2+]i は有意に高値を示した。さらに

[1], [2]ともに，ニコチン存在下では刺激に反応する細胞

の割合が上昇した (表 1)。 

グルコース刺激を行うと，細胞によって様々な反応が

観察された。ニコチンを加えることにより，グルコース

単独刺激に比して [Ca2+]i は有意に高値を示し，さらに刺

激に反応して[Ca2+]i を上昇させる細胞の割合が増した。

以上により膵ランゲルハンス島においてニコチン受容体

が機能的に発現し，さらに 10-7 M のニコチンはインスリ

ン分泌に重要な働きをするセカンドメッセンジャーであ

る[Ca2+]i の上昇を介してインスリン分泌に影響を及ぼす

ものと考えられた。 
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12．細胞容積による細胞周期の制御機構の解明 

 

丸中良典，新里直美，宮崎裕明，廣瀬 宗孝（京都府立医科大学） 

中張隆司（大阪医科大学） 

岡田泰伸，サビロフ・ラブシャン  

 

細胞外液浸透圧等により引き起こされる細胞容積変化

の調節機構に関する研究は数多くなされている。しかし

ながら，細胞容積自身が有する生理的意義に関しては，

未だ不明な点が多く存在する。本研究においては，腎尿

細管上皮由来の培養細胞である A6 細胞を用いて，細胞

容積と密接な関係を持つ細胞内クロライドイオン濃度に

注目し，細胞周期および細胞周期制御に重要な役割りを

担っている因子に細胞容積がいかなる影響を及ぼすかに

ついて検討したので，その結果について報告する。低浸

透圧刺激を与えると細胞は一過性に膨張し，その後調節

性容積減少というメカニズムで細胞容積はほぼ元に戻る

が，この調節性容積減少はクロライドチャネル阻害剤に

より阻害されることが知られている。一方，細胞周期に

おいて G1 チェックポイントでの cyclin dependent kinase 

(CDK) の活性制御についてはよく知られているが，G2

チェックポイント機構における CDK 活性制御について

は未だに不明であり多くの知見が望まれている。本研究

において，低浸透圧刺激による細胞容積変化（調節性容

積減少）と G2 チェックポイント制御のかかわりについ

て検討した。G2 期の CDK である CDK1（cdc2）は，Tyr15

のリン酸化がその活性制御に重要であり，G2 チェックポ

イントの cdc25c により脱リン酸化されて活性化し，M 期

への進行に寄与する。A6 細胞に低浸透圧刺激を与える際

に，クロライドチャネル阻害剤を添加してCDK1のTyr15

のリン酸化の変化を経時的に観察した。その結果，低浸

透圧刺激後，6 時間くらいから徐々に CDK1 が脱リン酸

化されはじめるのに対して，クロライドチャネル阻害剤

存在下では 24 時間後においても CDK１は高いリン酸化

レベルを維持していた。このことは，クロライドチャネ

ル阻害剤により G2 期停止が引き起こされたことを示し

ている。また，同様の条件で細胞増殖に対する影響を調

べてみると，クロライドチャネル阻害剤存在下では細胞

増殖が著しく阻害されていることが明らかになった。以

上のことから，A6 細胞において細胞容積および調節性容

積減少と細胞周期制御を介した細胞増殖とのかかわりが

示された。 

 

 

13．神経細胞における電位依存性イオンチャネル局在化調節機構の解明 

 

馬場広子，山口宜秀，林 明子（東京薬科大学 薬学部 機能形態学） 

渡辺修一，中平健祐（埼玉医科大学 生理学） 

池中一裕（生理学研究所） 
 

1）神経軸索におけるチャネルの局在化調節機構の解析 

有髄神経軸索では，興奮の発生に関与する電位依存性

ナトリウムおよびカリウムチャネルはランビエ絞輪周

辺に局在化し，この特徴的な分布にはミエリン膜と軸索

の間の paranodal junction が深く関わっている。我々はこ

の paranodal junction の形成にミエリン糖脂質のサルファ

チドおよび4回膜貫通タンパクであるCD9が関与するこ

とをノックアウトマウス解析によって明らかにしてき

た。CD9 の機能を調べるため，免疫組織染色によって

CD9 が中枢および末梢神経のミエリン 外層のみでな

く paranode の部分に存在することを明らかにした。さら

に，脳ミエリン画分および末梢神経ホモゲネートを用い

た免疫沈降により，CD9 は同じく 4 回膜貫通型タンパク

である CD81 と複合体を形成していることがわかった。

Western blot および脊髄・脊髄根部分の免疫染色によって，

CD9 は脊髄に比較して脊髄根のミエリンにより多く存

在し，CD81 は反対に脊髄のミエリンにより多く含まれ

ることがわかった。この量的な違いは CD9 および CD81

それぞれのノックアウトマウスにおける神経系の変化

の強さと対応することから，これらの 2 つの分子が
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paranodal junction 形成を介して軸索上のチャネル局在化

に関与することが示唆された。 

 

2）シナプス形成にともなうチャネルと受容体の局在制

御機構の解析 

電位依存性カリウムチャネル Kv4.2 は培養小脳顆粒細

胞では細胞体表面に発現するが，樹状突起には局在しな

い。この細胞と苔状線維（橋核神経細胞）を共培養する

ことにより Kv4.2 の樹状突起への局在がおこるが，この

ときシナプスが形成されていることを電子顕微鏡観察

により明らかにした。この Kv4.2 の局在変化には神経活

動が重要な役割を果たしているが，他の機能分子の局在

制御にも神経活動が重要ではないかと考えて検討をお

こなったところ，NMDA 型グルタミン酸受容体がシナプ

ス形成とグルタミン酸刺激によって局在変化を示した。

興味深いことに，Kv4.2 の局在はグルタミン酸入力によ

って増加するのに対し，NMDA 型グルタミン酸受容体の

局在はグルタミン酸入力の阻害によって増加した。これ

らの結果から，シナプスにおいて機能分子の局在制御に

よって興奮性が調節されている可能性が考えられた。

 

 

14．部位，時期特異的に発現する糖鎖の検出と機能の解析 

 

長谷純宏（大阪大学大学院理学研究科･教授） 

中北愼一，石水 毅（大阪大学大学院理学研究科･助手） 

森口和信（大阪大学大学院理学研究科・大学院生） 

和田洋巳（京都大学大学院医学研究科･呼吸器外科･教授）  

田中文啓，大竹洋介（京都大学大学院医学研究科･呼吸器外科･助手）  

 

 アフィニティーカラムを以下の方法により作製して，

脳特異的糖鎖（BA-2）に結合する脳中の蛋白質を検索し

た。ニワトリ卵黄 IgY 4g から酵素消化およびゲル濾過を

用いて糖ペプチドを 1.1g 得た。この糖ペプチドをヒドラ

ジン分解し，さらに N-アセチル化後ピリジルアミノ（PA）

化を行った。得られたピリジルアミノ化糖鎖に結合して

いるシアル酸を弱酸水解で水解し，ガラクトシダーゼ消

化してガラクトースを外した後，逆相 HPLC で分離した。

スタンダードのピリジルアミノ化脳特異的糖鎖

（BA-2-PA）と同じ位置に溶出したピークを分取すること

で大量精製を行った。この画分が BA-2-PA であることを

サイズ分画 HPLC でも確認した。この方法で IgY 4 g か

らBA-2-PAが 4 µmo1得られた。収率は約 10%であった。

パラジウム黒を触媒として水素を通じてBA-2-PAの接触

還元を行い，3 時間後に 2-アミノピリジン由来の蛍光が

完全に見られなくなったので反応を終了した。凍結乾燥

後，無水ヒドラジンと反応させて BA-2-NH2 を調製した。

得られた化合物の分子量を MALDI-TOF-MASS を用いて

測定したところ[M+H]+  1667.1 という値になり，[M+H]+ 

の計算値 1667.7 とほぼ一致する値が得られた。その後，

濃度既知のBA-2-PAをスタンダードとしてアンスロンー

硫酸法で定量した。BA-2-PA からの 終的な収率は約

80%であった。 

HiTrapNHS-activated カラムに BA-2-NH2 を含むカップ

リング緩衝液（pH 8.0）を注入した。反応後，未結合の

BA-2-NH2 の量からカップリングの割合を算出したとこ

ろ 90%の BA-2-NH2が結合していた。脳のホモジネート

を今回作製した BA-2 アフイニテイーカラムにのせ，溶

出してきた各フラクションのタンパク質の量を BCA で

測定した。限外ろ過により濃縮した後，ポリアクリルア

ミド電気泳動の結果，吸着画分にバンドがいくつか見ら

れた。特に濃いバンドの分子量は 54k, 36k, 29k であり，

このうち 36k, 29kは吸着画分にのみ見られた。また，BA-2

の結合していないコントロールカラムで分離した後の吸

着画分には BA-2 アフィニティーカラムで見られたバン

ドはほとんど見られなかった。これらの結果より，BA-2

に結合する蛋白質の存在が示唆された。 
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15．悪性グリオーマ特異的レトロウイルスベクターの開発と 

遺伝子治療の臨床応用に関する基礎的検討 

 

清水惠司，豊永晋一，土屋孝弘，福政良枝 

（高知大学医学部神経統御学講座 脳神経機能統御学教室） 

池中一裕，福政良枝（岡崎国立共同研究機構生理学研究所） 
 

原発性脳腫瘍の約 10％を占めるグリオブラストーマ

患者の平均余命は一年から一年半で，今後とも飛躍的な

治療効果は期待できない。それ故，脳特異的 (myelin basic 

protein : MBP)プロモーターで殺細胞遺伝子(HSVtk)を制

御したレトロウイルスベクターを用いた遺伝子治療の

開発をめざした。さらに，PA-317 細胞株を改変して高力

価レトロウイルス産生クローンを誘導し，長時間低速遠

心濃縮にて 1011c.f.u./ml という高力価脳特異的レトロウ

イルスベクターを入手した。この高力価脳特異的レトロ

ウイルスベクター溶液を脳腫瘍内に注入し，2 日後より

5 日間 ganciclovir (GCV)を腹腔内に投与する治療法を 3

回繰り返すことで脳腫瘍モデルを完治しえた。さらに，

この治療用ベクターのコモンマーモセット(霊長類)を用

いた安全試験に対し，「科学技術・学術審議会生命倫

理・安全部会組換え DNA 技術等専門委員会」で審議さ

れ，平成 14 年 12 月 2 日には文部科学大臣の承認も取得

した。治療用ベクターの安全試験を実施する前に，臨床

治験に必要なマスター細胞とワーキング細胞の冷凍保

存に着手した。本実験の遂行には，クラス 10,000 のベク

ター調整室を新設する事が必須で，実験計画そのものが

予定より遅れている。 

MBP 発現量の少ないグリオーマには遺伝子導入効率

が低下する可能性が高いので，serial analysis of gene 

expression (SAGE)法を用いて，悪性グリオーマに

も 普遍的に発現する遺伝子を検索したところ，

melanoma-associated antigen gene (MAGE) family に属する

新たな遺伝子(MAGE-E1)を同定した。この新規遺伝子は

3 種類の転写産物を有しており，MAGE-E1c 遺伝子産物

は様々な癌種で同定されるが，他の MAGE-E1a と E1b

遺伝子産物はグリオーマにのみ特異的に発現した。以上

の結果より，この MAGE-E1 遺伝子が，グリオーマ特異

的抗原をコードする遺伝子群の一つである可能性が高

く，本遺伝子のプロモータ− 領域を同定し，新たな悪性

グリオーマ特異的遺伝子治療の開発も試みている。

 

 

16．イモ貝毒成分ωコノトキシン GIVA による N 型電位依存性 Ca2+チャネルの 

抑制作用に及ぼすカルモデュリンの効果 

 

市田 成志，和田 哲幸（近畿大学薬学部） 

森 誠之，森 泰生，井本 敬二 
 

近年の研究から細胞内カルシウムメディエーターであ

る calmodulin による電位依存性カルシウムチャネルの機

能修飾が明らかとなってきている。これまで報告されて

いるものは L 型及び P/Q 型に限られているが，これらの

チャネルに見られる Ca2+ calmodulin の結合部位と相同な

部位が N 型にも存在していることから，calmodulin によ

る修飾が予測されている。 

一方，Ca2+チャネルに対するイモガイ毒の生化学的実

験から，Ca2+ calmodulin 依存的なωコノトキシン GVIA の

N 型カルシウムチャネルへの結合阻害が観察されている

が，従来の実験では，ニワトリおよびラットの脳粗製膜

画分を用いていたため，他の膜蛋白の影響を完全に否定

することは出来なかった。 

本研究では，組換え N 型 Ca2+チャネルを発現させた細

胞株を用いて，calmodulin のωコノトキシン GVIA 結合阻

害作用を検討した。その結果，細胞に強制発現させた N

型 Ca2+チャネルにおいても脳粗製膜画分と同様に，

calmodulin はωコノトキシン GVIA の結合を阻害した。 

今後，calmodulin の作用部位の同定を含め，前向きに

検討を加えていく予定である。
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17．大脳基底核による姿勢と歩行運動の制御機序 

 

南部 篤（東京都神経科学総合研究所，現生理学研究所） 

中陦克己（近畿大学医学部） 

森 大志 

 

様々な外的環境下で適切かつ安定した歩行運動を実行

するためには，その環境下で 適な姿勢および下肢運動

の制御が必須となる。この運動の制御には皮質−皮質下

機構と脳幹−脊髄機構との両者の機能的統合が重要であ

ると考えられる。大脳皮質は大脳基底核との間に精緻な

神経連絡を持ち，大脳皮質運動野に起因する運動司令信

号は大脳基底核のうち線条体に入力され，視床を経由し

て大脳皮質にフィードバックされる経路と脳幹・脊髄に

情報出力される経路が存在する。これらは大脳皮質−基

底核機構が様々な運動の制御に積極的に関与しているこ

とを推察させる。 

本研究ではこの大脳皮質− 基底核機構に着目し，この

機構が歩行運動や姿勢の中枢制御にどのように関与して

いるのかを考察することを研究目的とした。そのために

陽電子断層法（PET）で明らかになった直立二足歩行運

動の実行に直接的に関与する大脳皮質一次運動野（M1）

および補足運動野（SMA）が歩行運動のどのような機能

的意義を有するかについて検討した。実験には長期の運

動学習により安定した直立二足歩行能力を獲得した成サ

ル二足歩行モデルを用いた。ネンブタール深麻酔下で，

頭部に刺激／記録用の chamber 装着手術を行い，回復後

にケタラ− ル軽麻酔下で皮質内微小電気刺激法により

M1 および SMA の大脳皮質運動野マッピングを行った。

それぞれの領域で歩行運動に関与する体幹・下肢筋支配

領域に GABAA agonist であるムシモルを微量圧注入し，

注入前後での歩容の変化を観察し，各関節点，体幹・下

肢関節運動の力学的変化について定量的に解析を行った。

その結果，M1 ヘの注入では注入箇所支配領域に特異的

な極めて限局された屈曲運動障害などの下肢運動障害が

誘発されるとともに，代償的な歩行運動が観察された。

一方，両側 SMA への注入では筋緊張の減弱に伴う頭部・

体幹の空間内での動揺が強くなるなどの全身的歩行障害

が観察された。しかし，片側 SMA に注入した場合には

障害の程度が微弱であった。以上の結果から，大脳皮質

運動野を構成する M1 および SMA は直立二足歩行の実

行に関して異なる機能的側面を担っている可能性が示唆

されるとともに，SMA は両側性に運動の制御に関与して

いることが示唆された。

 

 

18．多ニューロン同時記録によるサル視覚野における面の表現の解析 

 

小松英彦，横井功（生理学研究所） 

櫻井芳雄（京都大学） 

 

初期視覚神経系における一様な面図形の輪郭と内部の

情報がスパイク頻度およびスパイクタイミングによって

どのように表現されているかを調べるために 2 本の電極

をサル外側膝状体に刺入した。それぞれの電極で記録さ

れたニューロンの受容野が同一の面の異なる部分で刺激

された場合と，空間的に離れた別の図形の部分で刺激さ

れた場合の活動を比較した。それぞれの受容野の重複に

関わらず相互相関のピークは観察されなかった。一方外

側膝状体に刺入した電極から微小電流を流した時に大脳

皮質一次視覚野で生起される誘発電位を記録した所，興

味深い振動現象が観察された。この現象を更に詳しく調

べるため，テトロード電極による記録方法について検討

を行った。 
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19．サル二足歩行モデルを用いた直立二足歩行運動の高次制御機序 

 

稲瀬正彦，中陦克己（近畿大学医学部） 

森 大志 
 

絶え間なく変化する外部環境の中で安定した歩行運動

を行うためには，あらゆる感覚情報を統合し，それらを

適切な歩行運動指令信号へと変換する中枢機序が必要で

ある。水平トレッドミルベルト上での直立二足歩行運動

を学習したサルは傾斜トレッドミルベルト上や障害物を

設置したトレッドミルベルト上など，様々な環境下でも

適切な歩容パラメータを選択して，安定した歩行運動を

遂行できる。本研究課題では様々な歩行環境下でサル直

立二足歩行モデルがどのような脳賦活パターンを示すか

を陽電子断層法（PET）で同定し，それらの賦活領域が実

際の歩行運動でどのような機能的意義を有するかを検証

することを研究目的とした。実験対象には長期の運動学

習により安定した直立二足歩行能力を獲得した成サルを

用い，1）水平トレッドミルベルト上での四足歩行運動

（QP），2）同ベルト上での二足歩行運動（BP），3）障害

物を設置したトレッドミルベルト上での二足歩行運動

（obst-BP），4）上り傾斜角度 10°での二足歩行運動（up-BP），

5）下り傾斜角度 10°での二足歩行運動（down-BP），を

歩行運動課題とした。各歩行課題実施直前に 18F-FDG を

静脈内投与し，約 30 分間の歩行課題実施後に神経活動の

指標となる脳糖代謝を測定した。チェア上での 30 分間の

座位姿勢の維持を対照課題（cont）とした。cont に比べ，

QP，BP ともに一次運動野（M1），補足運動野（SMA），小

脳に強い神経活動の亢進が観察された。SMA は QP に比

べて BP で強く賦活された。また QP では小脳半球全体が

亢進していたのに対して，BP では小脳虫部に特に強い糖

代謝の亢進が観察された。一方 obst-BP では cont に比べ

M1，SMA，小脳のみならず両側視床に強い神経活動の

亢進が観察された。さらに obst-BP を BP と比べた場合に

は，両側視床と SMA に有意な神経活動の増強がみられ

た。以上の結果はサル歩行モデルでは，1）二足および四

足歩行運動のそれぞれに特異的な歩行運動制御機序が存

在すること，2）より複雑な課題（外部環境の変化）に対

して新たな高次脳領域機能を動員することにより安定し

た二足歩行を実行していることが示唆される。Up-BP お

よびdown-BPに伴う脳活動亢進領域の同定については現

在 終的な解析過程にある。

 

20．大脳皮質の神経回路要素の探索 

 

端川 勉（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

森 琢磨（京都大学 理学研究科） 

川口泰雄,  窪田芳之 

 

大脳皮質では多数の神経細胞が複雑な回路を作ってお

り，それによって，皮質固有の働きが生み出されている。

皮質回路の構造と働きの解明には，形態学・生理学的解

析を結びつける必要がある。また異なる動物種の間での

比較も行わなければならない。サルとラットの大脳皮質

で，VIP やカルレチニン陽性細胞は，軸索が皮質層間を

垂直方向に走るダブルブーケ細胞に存在する。その形態

は，サルとラットでは若干異なるが，共通の基本構造と

考えることができる。この皮質内分布を理解するために，

VIP とカルレチニンを発現する軸索終末の電子顕微鏡的

解析を進めた。VIP 陽性神経終末は，対称性のシナプス

膜肥厚を示しており，ターゲットは樹状突起，棘突起と

わずかに細胞体であった。一方，カルレチニン陽性神経

終末は非対象性のものと，対称性の膜肥厚を示すものの

両方があった。ターゲットは，樹状突起，棘突起とわず

かに細胞体であった。非対称性シナプスを作るカルレチ

ニン陽性終末は，視床由来のグルタミン酸作働性神経に

ある化学的マーカーとの共存が認められた事から，視床

由来であると考えられた。VIP は主にダブルブーケ細胞

の終末に，一方，カルレチニンは，その他に，視床入力

の一部のサブグループに存在することがわかった。
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21．海馬興奮性シナプスの動態と微細形態 

 

岡部繁男（東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科） 

重本隆一（岡崎国立共同研究機構・生理学研究所） 

久保義弘（東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科） 

藤本和（福井県立大学・看護福祉学部） 

 

海馬神経細胞培養系におけるシナプス構造の動態を解

析する目的で以下の 2 項目について実験を行った。 

1）トランスジェニックマウスを用いたシナプス機能分子

の長期動態解析 

シナプス後部構造の長期的なリモデリングの過程を明

かにするために，シナプス後肥厚部 (PSD) の代表的な構

成蛋白質である PSD95-GFP および PSD-Zip45-GFP を発

現するトランスジェニックマウス系統を作成した。これ

らの胎児から海馬神経細胞を培養して，一週間以上にわ

たるシナプス構造の変化を追跡した。この系を用いる事

で，A）filopodia から spine への形態変化と PSD 蛋白質の

集積過程， B）樹状突起が伸長する際の PSD 蛋白質の新

規に形成された樹状突起での集積過程，C）細胞全体で

の同期したシグナルにより起こる PSD 蛋白質クラスタ

ーの分布変化，などの現象が可視化できた。これらの観

察から，神経細胞におけるシナプスリモデリングは，細

胞全体に作用する global なシグナル系によって強く制御

されていると考えられた。 

2）刺激依存的なシナプス後肥厚部 (PSD)分子のシナプス

ターゲティング 

PSD 蛋白質の一種である PSD-Zip45 は，NMDA 受容体

と電位依存性カルシウムチャネルからのカルシウム流入

によってその局在を二方向性に変化させる事をこれまで

明らかにしてきた。このような局在変化の生理学的意味

を知る為に，シナプスを介したシグナル伝達系の活性化

の過程と，PSD-Zip45 分子の局在変化の関連を解析した。

まずプレ側の線維の電気刺激により引き起こされるシナ

プス後部側のカルシウム濃度変化を記録し，その後のシ

ナプス後部における PSD-Zip45 の動態を解析する事で，

シナプスを介した刺激による樹状突起でのカルシウム上

昇が引き金となって，シナプス後部分子のリモデリング

が引き起こされる事が明らかとなった。カルシウム上昇

のパターンにより，PSD-Zip45 はシナプス後部に集積す

る場合とむしろ分散する場合とがあった。更に特定のシ

ナプスからの刺激によりその近傍のシナプス後部側の

PSD-Zip45 のクラスターがどのように変化するのかを知

る為に，プレ側の線維を細胞体でのパッチ電極による脱

分極で発火させ，その際のプレ側の線維のカルシウム濃

度の上昇と線維に接触するポスト側の PSD-Zip45 の局在

変化の関連について解析した。一秒に一回の脱分極刺激

により，発火したプレ側の線維の近傍で特異的な

PSD-Zip45 のクラスター形成が観察され，特定のシナプ

スでの PSD 蛋白質の分布が，そのシナプスの活動によっ

て制御されている可能性が示唆された。 

1）GFP 分子の波長変異体を用いた複数のシナプス分子

の局在変化の同時観察 

これまでの研究により，シナプス後肥厚部(postsynaptic 

density;PSD)に局在する NMDA 受容体結合分子である

PSD-95 の動態を，GFP 融合分子を作成する事により可視

化する事が可能となった。更に GFP 分子とシナプス機能

分子の融合蛋白質を用いた観察系を発展させるために，

GFP 分子の波長変異体である YFP および CFP 分子とシ

ナプス前部，シナプス後部の機能分子の融合蛋白質を作

成し，複数の分子種の局在を時間軸に沿って観察する，

多波長動態解析の手法を開発した。この方法を用いるこ

とにより，これまで明らかでなかった，シナプス形成過

程における複数の分子のシナプスへの集合の順序を確定

することが可能となった。PSD-95-YFP 分子と CFP 分子

を同時に発現させることで，シナプス形成過程における

spine 構造の形成とシナプス後肥厚部の形成の時間的関

係について解析した。また，シナプス前部蛋白質である

synaptophysin と CFP 分子の融合蛋白質を用いることで，

PSD-95 と synaptophysin のシナプス部位への集積の時間

関係も明らかにした。これらの実験により，新規シナプ

ス部位への機能分子の集積は短時間で進行し，spine 構造

の形成やシナプス前部へのシナプス小胞の集積は，

PSD-95 の集積よりわずかに先行して起こることが明か

になった。 

2）神経活動依存的なシナプス分子の局在変化 

シナプス後部構造に局在し，代謝型グルタミン酸受容
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体と結合する PSD-Zip45(Homer1c) 分子について，GFP

との融合蛋白質を作成し，その動態を海馬神経細胞にお

いて解析した。PSD-Zip45 の動態は PSD-95 分子より活発

で，数時間のタイムラプス観察でその分子クラスターの

局在を大きく変化させた。更に GFP 分子で標識した

PSD-Zip45 を発現する神経細胞を KCl およびグルタミン

酸で刺激する事により，PSD-Zip45 の神経活動依存的な

局在変化が観察された。薬理学的実験により，このよう

な PSD-Zip45 の局在変化は細胞外からの NMDA 受容体

および膜電位依存性カルシウムチャネルを介してのカル

シウムイオンの流入により引き起こされる事が明らかに

なった。以上の実験から，PSD 蛋白質はその分子種特異

的に，かつ神経活動に依存して局在制御を受けている事

が明らかになった。 

 

 

22．海馬錐体細胞シナプスにおける NMDA 受容体サブユニットの非対称性分布― 

その意義の解明 

 

伊藤功（九州大・大学院理学研究院） 

川上良介（九州大・大学院理学研究院） 

重本隆一 

 

我々は，マウス海馬スライス標本を用いた電気生理学

的解析により，シャーファー側副枝− CA1 錐体細胞シナ

プスにはサブユニット構成を異にする 2 種類の NMDA

受容体サブタイプが，海馬の左右および錐体細胞の頂上

樹状突起と基底樹状突起に非対称に分布しており，この

ため発達期に左右でシナプス可塑性に相違があること

や，成獣でも入力特異的にシナプス可塑性に左右差があ

ることを示唆する結果を得た。本研究は，この結果を生

理学的，組織化学的手法を用いて実証的に確認するとと

もに，シナプス非対称性の形成機構を解明することを目

的とする。海馬スライスから調整した PSD 画分に存在す

る NMDA 受容体サブユニット蛋白の定量によっても，

シャーファー側副枝− CA1錐体細胞シナプスにはサブユ

ニット構成を異にする 2 種類の NMDA 受容体が，左右

の海馬に非対称に分布していることを示唆する結果が得

られた。 

今後は，ポストエンベディング免疫電顕法による組織

科学的解析を進めると共に，体軸の左右非対称性に異常

を示す突然変異体マウスを用いた生理学的解析を行う予

定である。 

 

 

23．非侵襲的脳機能検査による疲労・疲労感評価法 

 

定藤 規弘（岡崎国立共同研究機構生理学研究所） 

渡辺 慕良（大阪市立大学） 

 

疲労・疲労感と，さまざまな高次精神神経活動に伴う

脳活動との関係を，非侵襲的脳機能画像法をもちいて明

らかにする。さらに，疲労・疲労感の客観的評価法を確

立することにより，慢性疲労症候群における病態・病勢

把握を的確ならしめることを目的とする。認知活動にお

ける疲労・疲労感を，さまざまな刺激や課題遂行により

惹起される脳神経活動を，脳血流変化を指標として計測

し，主観的な評価法と対比しつつ疲労・疲労感の客観的

計量法を確立する。慢性疲労症候群にこの計測法を適用

することにより，その病態評価に客観的な指標を与える

ことを目指す｡ 

本年度は，課題遂行とは無関係に，局所脳の反応性を

調べることを目的として，音の断続に伴う神経活動の計

測に着目した。機能的 MRI において，大きな撮像音を発

生させる傾斜磁場を一時的に止めることにより，相対的

静音状態を作り出し，この音の断続に伴う神経活動を計
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測した。安静状態における 30 分間の連続計測では，聴覚

野における安定した脳血流反応が確認できた。これによ

り，課題遂行とは無関係な神経領域における反応性を測

定することが可能となった。 

今後，正常対照群および慢性疲労症候群患者を対象と

して，この計測法を疲労誘発課題とともに適用すること

により，疲労・疲労感の客観的計量を行う予定である。 

 

 

24．非可聴域高周波弾性振動情報の生体内伝達メカニズムについての研究 

 

本田 学（岡崎国立共同研究機構生理学研究所） 

大橋 力（千葉工業大学） 

仁科 エミ（メディア教育開発センター） 

 

これまでに本研究グループは，非定常な高周波成分が

可聴域音と共存することにより，視床および上部脳幹の

局所脳血流増加を含む，特有の相互作用をおよぼすこと

を報告してきた。また近年，音声信号で振幅変調した超

過聴閾弾性波を骨導で呈示すると，内耳性難聴者でも音

声の認知が可能であると報告されている。本研究は，こ

うした可聴閾を超える非定常な高周波弾性振動情報が神

経系に影響をおよぼすメカニズムについて，その伝達経

路の解明を目的とする。本年度においては上記の研究目

的達成のため，セラミック性の非磁性聴覚刺激装置の周

波数特性を改善し，80kHz までの高周波成分の呈示を可

能にした。このシステムを用いて，機能的磁気共鳴画像

の撮像を行った。現在，結果の検討中である。 

またポジトロン断層撮像法をもちいて計測したデータ

に対して主成分分析を応用することにより，データに含

まれる互いに相関をもった変動成分を抽出する神経ネッ

トワーク解析を整備し，この手法をもちいて，非可聴域

超高周波成分を豊富に含む音を聴取時，同じ音源から超

高周波成分を除去した音を聴取時，暗騒音（ベースライ

ン）時に記録した脳血流の解析をおこなった。その結果，

第一成分として両側聴覚野を含む成分，第二成分として

視床，視床下部，脳幹を含む成分が抽出された。第二成

分の条件による変動パターンは，超高周波成分を含むと

きに高く，含まないときにはベースライン条件よりも低

下していた。また超高周波成分を含む音の聴取時には，

免疫活性を示す血中 NK 細胞活性が上昇していた。これ

らの知見は，非可域超高周波成分による相互作用効果が，

免疫系への影響を与えうる視床下部を含む脳深部の神経

組織を介して発現することを示唆する。 

 

 

25．海馬錐体細胞における代謝型グルタミン酸受容体を介した 

逆行性シグナル伝達調節機構 

 

狩野方伸，少作隆子（金沢大学大学院医学系研究科脳医科学専攻シナプス機能・発達学） 

坪川 宏（岡崎国立共同研究機構生理学研究所） 

 

海馬ニューロンの抑制性シナプス伝達の調節における

ムスカリン性アセチルコリン受容体（mAChR，M1-M5）

の役割について調べたところ，以下の結果が得られた。

（1）カンナビノイド受容体タイプ 1（CB1）アンタゴニス

ト（AM281）を用いて CB1 を阻害した条件で，mAChR

アゴニスト（oxo-M）を投与すると抑制性シナプス後電流

（IPSC）は小さくなった。この IPSC の抑制は，paired- pulse

比の上昇を伴うことから伝達物質 GABA の放出が抑制

されることによると考えられた。（2）このカンナビノイ

ド非依存性の IPSC の抑制は，M2 に比較的選択的なアン

タゴニスト（gallamine）により阻害され，また，M2 欠

損マウスで消失した。（3）CB1 受容体を阻害しない条件

で mAChR アゴニストの IPSC 抑制効果を調べたところ，

gallamine で阻害されない成分が出現した。この IPSC の
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抑制もまた paired-pulse 比の上昇を伴うことから，終末か

らの GABA 放出が抑制されることによると考えられた。

（4）この gallamine で阻害されない受容体を介する IPSC

の抑制は，CB1 アンタゴニスト処理により消失した。ま

た，M1 および M3 受容体の欠損マウスで完全に消失し

た。（5）mAChR アゴニストはさらに，脱分極によ

る 内 因 性 カンナビノイドの放出を促進させ，DSI

（depolarization-induced suppression of inhibition）を増強さ

せた。この DSI 増強作用は M1 および M3 受容体の欠損

マウスで完全に消失した（Eur J Neurosci 18:109-116, 2003）。 

以上の結果より考えられるモデルを図に示す。アセチ

ルコリンはシナプス前後の異なるサブタイプの mAChR

を介して抑制性シナプス伝達を調節している。シナプス

前終末の M2 受容体が活性化されると終末からの GABA

の放出が抑制され，シナプス伝達が抑制される。一方，

シナプス後ニューロンの M1/M3 受容体が活性化される

と，内因性カンナビノイドが放出され，シナプス前終末

の CB1 受容体を介して GABA の放出が抑制される。ま

た，シナプス後ニューロンの M1/M3 受容体の活性化は，

脱分極による内因性カンナビノイドの放出を促進させ，

脱分極による抑制性シナプス伝達の抑制（DSI）を促進さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26．PKC-GFP トランスジェニックマウス用いた神経可塑性制御に対する 

PKC の役割の解明 

 

酒井規雄（広島大学大学院医歯薬学総合研究科創生医科学専攻 

病態探究医科学講座神経・精神薬理学教室） 

坪川 宏（岡崎国立共同研究機構生理学研究所） 

 

γPKC-GFP を線条体，小脳プルキンエ細胞，海馬を含

む前脳に発現するトランスジェニックマウスの作製に成

功した。本研究で作製したこれらのマウスは，tet 制御シ

ステムを用いたマウスであり，テトラサイクリンの派生

体であるドキシサイクリンを投与することでγPKC-GFP

の発現を制御する（投与により発現を止める）ことが可

能であることが確かめられた。これらのマウスから，特

に小脳のスライスを作製し，小脳プルキンエ細胞におけ

る PKC のトランスロケーションを二光子励起レーザー

顕微鏡や高感度 CCD カメラを用いて観察した（図参照）。 

代謝型グルタミン酸受容体作動薬の投与により，プル

キンエ細胞の樹状突起においてγPKC-GFP は，一過性に

トランスロケーションを起こす事が確認できた。特に樹

状突起幹の部位でトランスロケーションは明瞭に観察す

ることができた，さらに，平行線維を電気刺激すると刺

激を受けた樹状突起の末梢部から細胞体の方向に

γPKC-GFP のトランスロケーションが伝播することが観

察することができた。このように，今回作製したマウス

を用いることにより，スライスの生細胞で初めて PKC の

トランスロケーションをリアルタイムに観察することに

成功した。また，このマウスは，タンパク質のレベルで

の刺激依存的な神経興奮の伝播を観察しその意義を検討

するのに非常に有用なマウスであることが明らかになっ

た。今後さらにγPKC-GFP トランスロケーションの伝播

の性質について詳細に解析し，その生理的な意義につい

て検討していく予定である。 
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27．イカ触手と表皮細胞の脳を介したエレガントな微調整機構の解明 

 

筒井泉雄（一橋大学・大学院商学研究科・助教授） 

 

イカは獲物をとらえる時の触手の放出(ejection)が非常

に速いのにかかわらず、その先端の動きは大変優雅であ

る。この獲物捕獲時の情報伝達と一連の筋肉動作は神経

により非常に細かく制御されている。本実験はどのよう

な筋肉制御機構を発達させることによって、イカを含む

軟体動物が高等な情報伝達機構を発達させたのかを解明

することを目的とし、イカの脳のどの部位からどのよう

な神経支配が皮膚や触手に及ぶかを探索した。イカは視

覚情報をまず opticlobe で処理し、結果を mainbrain に送

り行動制御している。脳の各部位に電気刺激を与えて筋

収縮の応答を調べた結果、イカの触手の放出は opticlobe

経由で処理されているが、獲物を捕らえる触手先端の動

きは mainbrain 経由であることが判明した。獲物を捕ら

えるという単純な動作 1 つが 2 つの神経回路の

coordination の結果引き起こされていることが示唆され

た。ｍainbrain が獲物を見つけたとき、獲物に向かって触

手を発射するという単純な動作と、獲物を絡め取るとい

う複雑な動作を切り分けて制御している可能性があり、

軟体動物は複雑な動作を並列処理で解決することで高度

な情報処理能を持つに至ったと推察される。 
 
 

28．電位依存性チャネルの発現調節機構 

 

岡村 康司（統合バイオサイエンスセンター） 

 

産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門と協力し，

電位依存性 Ca チャネルの細胞表面への発現について，α

サブユニット及び βサブユニットの役割を明らかにする

研究を行った。α サブユニットについては，哺乳類 L 型

Ca チャネルの N 末端側を欠く分子がドミナントネガテ

ィブ効果を示すことを見出し，タンパク量の発現調節を

介して L 型 Ca チャネルの発現を制御できる可能性を示

した。βサブユニットについては，ホヤ L 型 Ca チャネル

の発現系を用いて発生過程でのスプライス変異型の発現

を調べたところ，C 末端側を欠く分子が発生過程の初期

に特異的に発現することを見出した。Two-hybrid 法を用

いて βサブユニットと結合する新規タンパク分子の同定

を行った。 
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29．１分子生体高分子の顕微鏡試料作製法の開発 

 

水野 彰，桂 進司（豊橋技科大） 

民谷栄一（北陸先端大・材料科学） 

馬場嘉信（徳島大・薬） 

石川 満（オングストームテクノロジー研究機構） 

猪飼 篤（東工大院・生命理工） 

田坂基行（東京大院・理） 

Aneliya Zdravkova，永山國昭 

 

1重鎖もしくは 2重鎖のDNAを直線状に 大長で伸長

することは DNA の 1 分子操作，DNA の 1 分子観察の基

盤技術である。特に電子顕微鏡を用いた DNA1 分子の塩

基配列法の確立には必須の技術である。この技術を確立

するため，DNAを伸長することに成功しているmolecular 

combing（分子櫛）の方法の利用研究を行った。その結果

1 本鎖，2 本鎖 DNA の水溶液を pH5.5 に調整し，基板を

疎水性に保つと DNA 鎖が 大伸長以上に伸長すること

がわかった。そして伸長の様子はウラン酸の陰染色電顕

像により直接確かめられた。定量的に見るため DNA の

長さを測ると，図のように 大伸長付近に分布すること

がわかった。ただしこの方法は疎水面を使うため DNA

の基板吸着が極めて悪く，DNA1 分子の利用効率が極度

に低い。今後はチオール化 DNA を用いて基板上の金ド

ットに強結合させ利用効率の向上を図りたい。 

 

 
分子櫛法（molecular combing）による２重鎖 DNA の伸長統計 

 
 PUC19dsDNA（2686 塩基対→913nm）の分子櫛法による伸長 
 

 

 

 

 

30．電子位相顕微鏡を用いた in situ での蛋白質局在性の証明 

 

臼田信光，中沢綾美（藤田保健衛生大・医） 

横田貞記（山梨医大） 

金子康子（埼玉大・理） 

伊藤正樹（佐賀医大） 

中山耕造，橋本 隆，亀谷清和（信州大） 

Radostin Danev，永山國昭 

 

細胞切片や組織切片をむ染色で行うことは試料調整を

極度に簡易化するのみならず人為的エラーなしの形態観

察のために必要である。この目的のため高コントラスト

を特徴とする電子位相顕微鏡法のうち微分干渉法（ヒル

バート変換法）を用いて種々のテストを行った。その結

果，高加速の 300kV 電顕を用いた位相差法では電子染色

なしで高コントラストの電顕像の得られることがわかっ

た。ただし透過能の弱い 100kV の電子顕微鏡では組織切

片のような厚い試料に対しコントラストの充分な改善が

得られなかった。これは半円位相板にπの位相変化を行

わせるため，炭素薄膜が厚くなり，電子線の散乱吸収が

大となるためである。この点を考慮し，今後，使い方の

適化を行っていく。 
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300kV電顕による尿細管細胞の切片像（通常法と微分干渉法の比較）  

 

 

31．脊椎動物 TRP ホモログと G 蛋白質共役型受容体で活性化される 

Ca2+透過型陽イオンチャネルの分子的相関に関する研究 

 

井上 隆司（九州大学大学院医学研究院） 

森 泰生，原 雄二（生理学研究所・統合バイオ） 

 

TRPM チャネルサブファミリーは，「細胞増殖・死・生

存」の制御やその破綻した病態との関連を強く想起させ

る特徴を備えた，全く新しいタイプの「電位非依存性 Ca2+

チャネル群」として注目を集めている。我々は，ヒト網

膜芽細胞腫（retinoblastoma: RB）に発現している TRPM7

チャネルに着目し，増殖機能との関係を調べた。RB 細

胞は，血清や細胞外 Ca2+濃度に依存して増殖する性質を

有する。パッチクランプ法を用いた RB 細胞からの電流

記録を行ったところ，血清刺激により Ca2+透過性を示す

自発性内向陽イオン電流（Ispont）が記録できた。Ispont

の電気生理学的性質は，TRPM7 タンパク質を強制発現さ

せた細胞から記録される陽イオン電流と類似していた。

実際に，TRPM7 のアンチセンスオリゴヌクレオチドを

RB 細胞に処理することにより，Ispont の電流密度の低下，

細胞増殖能の低下が認められた。以上の結果は，RB 細胞

における Ispont チャネルを介した持続的 Ca2+流入の発生

に，TRPM7 タンパク質がチャネル経路を構成する必須の

分子として参与している可能性を示している。 

 

 

32．ラット肺動脈における TRP チャネルの発現およびその機能に関する研究 

 

北村 憲司，加藤 健一（福岡歯科大学） 

森 泰生（生理学研究所・統合バイオ） 

 

受容体刺激によって引き起こされる内向き陽イオン

電流は，肺動脈圧を制御する上で重要な役割を果たして

いる。しかし，肺動脈血管における TRP チャネルの機能

は全くわかっていない。これを明らかにすべく，肺動脈

血管平滑筋細胞に内在性に発現する TRP チャネルの探

索を行っている。また，肺炎などの病態時における TRP

チャネルの発現・機能変化についても現在解析を進めて

いるところである。

 

 

 

 

アセトン固定 アセトン固定 アセトン／オスミウム固定

通
常
法 

微
分
干
渉
法 
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33．Hirshusprung 病コンジェニックラット（LE-Ednrbsl）の病態解析 

 

安居院高志（名古屋市立大学大学院医学研究科） 

宮本智美（名古屋市立大学大学院医学研究科） 

尾崎 毅（岡崎国立共同研究機構動物実験センター） 

 

aganglionosis rat (AR) は被毛色の欠損と巨大小腸及び

結腸症を呈するヒト Hirschsprung 病のモデル動物であ

る。原因遺伝子はエンドセリンレセプタータイプ B

（Ednrb）遺伝子の部分欠失であることが既に我々を含め

た複数のグループにより明らかにされている。AR は巨

大腸症のため生後 3 週齢で全例死亡する。ところが，AR

と他の近交系ラット LE との間で 2 回戻し交配した子孫

の中に被毛色の欠損を呈するものの巨大腸症を呈さない

個体が見い出された。このことは背景遺伝子が LE に変

わることで巨大腸症のみが緩和される可能性を示唆して

いた。そこで戻し交配を 10 世代繰り返すことで背景遺伝

子を LE ラットに完全に置き換えたコンジェニックラッ

ト LE-Ednrbsl を作製した。しかしながらこのラットは予

想に反し，AR 同様巨大腸症によって 3 週齢で全例死亡

した。これらの結果から背景遺伝子が AR と LE が適度

に入り交じった場合にのみ Ednrb 遺伝子の欠損を相補

する可能性が考えられた。そこで LE-+/Ednrbsl と

AR-+/Ednrbsl とを交配し F2(LE.AR)- Ednrbsl/Ednrbsl を作

製し，2 週齢において被毛色と腸管症状を観察したとこ

ろ，被毛色については全例欠損していたものの，腸管症

状については軽症例から重症例までのばらつきが見ら

れ，上記の仮説は正しいことが示唆された。今後

F2(LE.AR)- Ednrbsl/Ednrbsl ラットを 100 匹程度まで増や

し，その腸管症状の重篤度とゲノムマーカーとの連鎖解

析を行うことで，Ednrb 遺伝子欠損を相補している遺伝

子が同定できるものと期待される。 
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１．コンディショナルジーンターゲティングによる GnRH ニューロンの機能解析 
 

佐久間康夫（日本医科大学生理学第一講座） 

 小幡 邦彦（生理学研究所神経化学部門） 

 八木 健（生理学研究所高次神経機構部門） 

 柳川右千夫（生理学研究所神経化学部門） 

 加藤 昌克（日本医科大学生理学第一講座） 

 桑名 俊一（帝京大学・医学部・生理学講座） 

 小泉 周（慶應義塾大学・医学部・生理学講座） 

 七崎 之利（日本医科大学生理学第一講座） 
 

昨年度までにコンディショナルノックアウトマウス

のターゲティング遺伝子を作成し，ES 細胞に導入，選抜

し，8 細胞胚への注入まで行ったがキメラマウスは得ら

れていない。本年度 ES 細胞のスクリーニングからやり

直してみたが，結果は全て不成功であった。考えられる

原因の一つは ES 細胞の分化である。すなわち，我々の

系では ES 細胞の培養期間が長くなり，その間に ES 細胞

の分化が進んだと考えられる。分化した ES 細胞ではキ

メラ率が低くなることが知られている。そこで，ES 細胞

の培養期間が短くて済むようなコンストラクトを作る必

要があると考えられる。現在その方向で実験を進めてい

る。 

 

 

2．容積感受性 Cl チャネルの候補蛋白質の機能解析 
 

富永真琴（三重大学医学部第一生理学講座） 

赤塚結子（国際科学振興財団・研究開発部・専任研究員） 

岡田泰伸 

 

細胞外及び細胞内の浸透圧変化に対応して自らの体積

を一定に保とうとする働きは，動物細胞にとっては必要

不可欠な機能である。このような容積調節を行うために

細胞はイオンチャネルやトランスポータ及び細胞内の

様々な蛋白質を動員する。細胞が一旦膨張した状態から

元の体積に戻る調節性容積減少（ regulatory volume 

decrease: RVD）の過程は，細胞内の蛋白質による情報伝

達を介して，最終的には細胞内からの K+と Cl−流出が駆

動力となって細胞内の水が細胞外に流出することによっ

て達成される。特にこの場合の Cl−の通り道であるチャ

ネルは細胞の容積上昇を感知して開口するために容積感

受性 Cl−チャネルと名づけられており，チャネルそのも

のやその開口のメカニズム等に興味が集まっている。し

かしながらこの容積感受性 Cl−チャネル分子の実態はい

まだ明らかではなく，さらにその開口のメカニズムを究

明するためにはこのチャネル分子の cDNA を単離し，一

次構造を決定することが必要不可欠である。 

報告者は，現在このチャネルの制御因子の候補蛋白質

を同定しており，この候補蛋白質を培養細胞に発現させ

て電気生理学的に検討する実験を，機能協関部門の岡田

泰伸教授と共同で行っている。その結果，本候補蛋白質

が容積感受性 Cl−チャネルの制御因子であることが証明

されれば，さらに容積感受性 Cl−チャネルの同定をすす

める。 

 

 

 

 

 



計画共同研究報告 
 

137 

3．海馬神経における虚血性 Ca2+動員とイオンチャネル異常 
 

出崎克也，矢田俊彦（自治医科大学医学部生理学講座統合生理学部門） 

岡田泰伸  

 

海馬における虚血性神経細胞死では，細胞内 Ca2+濃度

上昇が細胞障害の引き金と考えられており，その Ca2+動

員機構はイオンチャネル型グルタミン酸受容体（iGluR）

の過興奮による細胞外からの Ca2+流入に起因するものと

想定されている。しかし，iGluR の関与については否定

的な報告もあり，Ca2+動員経路については未だ確立して

いない。そこで本研究では，マウス海馬スライス標本に

おける虚血時の細胞内 Ca2+動態を fura-2 蛍光法を用いて

測定した。その結果，虚血刺激によって細胞内 Ca2+濃度

の上昇が観察され，この Ca2+濃度上昇は iGluR 拮抗薬

（MK-801，CNQX）存在下でも観察された。また，急性

単離した海馬神経細胞においても，虚血刺激によって外

液 Ca2+依存的な細胞内 Ca2+濃度の上昇が観察された。こ

の Ca2+動員は，Ca2+チャネル阻害剤（La3+，Nifedipine）

によって抑制された。さらに，細胞内 Ca2+遊離阻害剤の

Dantrolene お よ び 小 胞 体 Ca2+-ATPase 阻 害 剤 の

Cyclopiazonic acid は，部分的な抑制効果を示した。以上

の結果，海馬神経において虚血時に Ca2+チャネルを介し

た細胞外からの Ca2+流入および細胞内ストアからの Ca2+

遊離が惹起されることが示唆された。一方，iGluR を介

した細胞外からの Ca2+流入は，少なくとも虚血初期の

Ca2+動員には関与しないと思われる。今後は，虚血性 Ca2+

動員に寄与するチャネルの同定および虚血性細胞膨張と

の連関を明らかにする予定である。 

 

 

4．大腸粘膜下神経叢による上皮 Cl−分泌制御 
 

河原克雅，安岡有紀子（北里大学医学部生理） 

真鍋健一，岡田泰伸  

 

モルモット大腸粘膜の Cl−分泌は，粘膜下神経叢 

(Meissner’s plexus)により制御されている。粘膜下神経叢

の cholinergic および VIP-ergic 線維は協調的にクリプト

細胞の Cl−分泌を制御し，さらに，自律神経系や筋層間

神経叢とも協調しより複雑な分泌制御を行っているが，

その詳細は不明である。われわれは，単離したモルモッ

ト大腸 (Ussing chamber に固定)血管側に投与した低濃度

Ba2+ (0.2-1 mM)が，振動性の上皮 Cl−電流を誘発し，TTX

および atropine で阻害されることを発見した（Nishikitani 

et al, 2002）。この振動性 Cl−電流の細胞生理学的機序を明

らかにするために，実験 1）粘膜下神経叢を電位感受性

色素で染色し，神経網の振動的膜電位変化を可視化し，

シグナル伝播を同時空間的に解析すること，実験 2）単

離したクリプト細胞の細胞内 Ca2+変化を可視化する事を

試みた。実験 1：Di-8-ANEPPS (100 µg/ml)を単離モルモ

ット大腸粘膜組織（粘膜下神経叢を含む）に負荷し，北

里大学医学部に設置してある共焦点レーザー顕微鏡 

(LSM510, Zeiss)で観察した。結果：大腸粘膜クリプト直

下層に，赤色蛍光の神経叢ネットワークが同定された。

アセチルコリン(Ach)投与による一過性膜電位変化や低

濃度 Ba2+ (0.2-1 mM)投与による，同期する振動的膜電位

変化は観察されなかった。実験 2：モルモット大腸を単

離し，スパイラル管に反転して固定後，撹拌装置（和研

薬株式会社）に取り付け，冷 Ca2+-free 標準液 (+EDTA)

内で震盪した。剥がれ落ちたクリプトを遠沈し，標準液

(+Ca2+)中に保存した。Indo-1-AM を負荷した後，生理学

研究所に設置してある 2 光子レーザー顕微鏡

(FLUOVIEW FV300, Olympus)で細胞内Ca2+の濃度変化を

可視化し，クリプトの底部から入口部へのシグナル伝播

の観察を試みた。結果：単離クリプト細胞は刺激前の細

胞内 Ca2+レベルが高く，Ach，ATP 投与直下に位置する

クリプト細胞内 Ca2+増加は認めたが，一方向性の Ca2+シ

グナル伝播は観察されなかった。 
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1．MnCl2 造影磁気共鳴イメージングによる中枢興奮部位の同定 
 

森田啓之，藤木通弘（岐阜大学） 

荻野孝史（国立精神・神経センター研究所） 

瀬尾芳輝（京都府立医科大学） 

鷹股 亮（奈良女子大学） 

村上政隆（生理学研究所） 

 

【目的】我々は2000年度から，MnCl2 造影磁気共鳴イメ

ージング法を用い，中枢の興奮部位同定を行ってきた。

Mn2+ は，神経細胞興奮時に電位依存性Ca2+チャネルか

ら細胞内に取り込まれる。このため，血流量に依存せ

ず，神経細胞興奮と直接リンクした画像描出が可能であ

る。さらに，従来のBOLD効果を用いた fMRI に比べ，

感度が高いという利点がある。実際，昨年度の研究によ

り，高張食塩水頸動脈内投与に対する中枢興奮部位をニ

ューロン単位で同定することができた。今回申請の共同

利用実験の目的は，より軽微で，より生理的な刺激であ

る味覚刺激に対する中枢興奮部位をMnCl2 造影を用いて

同定することができるかを確かめることである。 

【方法】全ての実験はWistar系雄ラット(200～ 280 g) を

用いて行った。エンフルラン (1 %)), O2/CO2 - N2O (1 : 1.5)

吸入麻酔下に，左大腿静脈から下大静脈へMnCl2 投与用

カテーテルを挿入した。右外頸動脈から総頸動脈に向け

カテーテルを挿入し，先端部は総頸動脈‐内頸動脈分岐

部に固定した。口腔内に味覚刺激溶液投与用カテーテル

を固定した。手術終了後，腹腔内にα‐クロラロース

(70 mg/kg) を投与し，エンフルランを中止した。ラット

をアクリル製頭部固定装置に固定した後，23 mmの表面

コイルをbregmaの尾側 4 mm の場所に中心を合わせて設

置した。 MnCl2(100 mM, 2 ml/kg/h) を静脈内に投与しな

がら， 25 % マンニトール溶液 (5 ml/kg)を右内頸動脈か

ら投与して右側血液脳関門を破壊した。MnCl2 投与開始

40分後に，味刺激として食塩水，塩酸キニーネ，酒石酸

を口腔内に投与した。磁気共鳴施設のABX Biospec 

47/40(Bruker 社, 4.7 T)を用い，刺激前，刺激中，刺激後

と連続して T1-weighted MRI 画像を撮影した ( 視野：25

×25 mm，データ画素数 128 ×128, スライス厚1 mm, 16

スライス，TR/TE： 150/4.2 ms)  。刺激前後の信号強度変

化スピードを検定し，刺激により有意に信号強度が増加

した部位を求た。 

 

【結果と考察】図 1 に味覚刺激に対し，有意に信号強度

が増加した中枢部位を示す。味覚刺激に対し，皮質，視

床，視床下部の広い範囲にわたり，信号強度が増加し

た。味覚の求心神経のひとつである舌咽神経を両側で切

断すると，これらの部位の信号強度増加が有意に抑制さ

れた（図 2 ）。 

以上の結果から，味覚刺激のような生理的刺激に対して

もMnCl2 造影磁気共鳴イメージング法は有用であること

が確かめられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1：口腔内食塩水投与 (A) ，舌咽神経切断ラ
ットでの食塩水投与 (B) ，塩酸キニーネ投与
(C) ，酒石酸投与 (D) に対する中枢応答。 

図2:口腔内食塩水投与に対する島皮質の信号
強度の変化 。Intact：正常ラット Denervation：
舌咽神経切断ラット。 
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2．頭針（Scalp Acupuncture; SA）による卒中易発症ラット（SHR-SP）卒中麻痺回復 
過程における脳内組織変化の非破壊追跡 

 

井上 勲（徳島大学）荻野孝史（国立精神神経センター）村上政隆（生理研） 

 
頭骸骨に沿って頭皮に針を刺す頭針（SA）は中国針の

一つで，主に卒中による麻痺の軽減に広く用いられてい

る。これまでの臨床報告によれば，虚血，出血の原因に

よらず，患者の 95％以上に麻痺の軽減が認められ，さら

に患者の 60-80%は完全あるいは社会復帰できるまでに

「位置しく」回復する。この回復率は投薬による回復率の

2 倍である。このような SA の劇的な作用を自然科学のベ

ースで理解するためには，安定したコントロールと心理

効果の除外が必要である。SHR-SP はヒトの卒中発生を

もっとも忠実に表現する実験動物である。すでに我々は

SHR-SP 卒中麻痺が SA により速やかにかつ強力に除去

されることを確認した(Inoue et al, 2002)。この回復過程に

おける脳内組織構造の時間経過を追跡することは，機構

解明の第一歩である。我々は平成 13 年度より本共同研究

を開始し MRI による非破壊観察のためのデバイスを作

成し，本年度から観察を開始した。まだ全ての実験条件

が整ってはいないが，SHR-SP を用いてニ例観察を行っ

た。二例とも発作後７日目の脳をそれぞれ一度づつ観察

した。どちらも発作後左前後肢に重度の麻痺が現れた。

第一例は SA による麻痺回復後２度目の発作を起こし麻

痺が再び現れたラット，第二例は麻痺が取り除かれたラ

ットである。第一例は，右全脳中大脳および皮質に大規

模な浮腫と炎症が認められたが，第二例においては検出

可能な浮腫炎症は認められなかった。 

SA 開始後時間を追って MRI 追跡観察することによ

り，麻痺の軽減と脳内構造変化の相関性が明らかにされ

ることが期待できる。 

 
 

3．MRI によるサル視床の観察と記録電極の定位への応用 
 

船橋新太郎，渡辺由美子，居垣紗織（京都大学） 

一原里江（札幌医科大学） 

 

視床背内側核は，前頭連合野と双方向性の強い線維結

合をもち，その損傷により前頭連合野の損傷に類似した

行動変化が観察されることから，前頭連合野の機能を理

解する上で視床背内側核の機能の理解が不可欠であると

考えられる。われわれの研究グループでは，ワーキング

メモリを必要とする課題を行なっているサルの視床から

単一ニューロン活動の記録を試みているが，背内側核が

脳の深部に位置し，位置決定のための基準となる 

stereotaxic map 上の位置が文献により大きく異なるため，

電極の定位が難しい。そこで，MRI により視床を含む脳

領域を可視化し，いくつかの脳部位との相対的な位置関

係から視床背内側核の位置を正確に定位することを試み

た。同時に，前頭連合野背外側部，眼窩前頭葉の同定も

実施した。 

2 頭のアカゲザルの脳の MRI 画像を撮影した。麻酔し

たサルの頭部を MRI 撮影用脳定位固定装置に固定し，

MRI 装置により，前額断，矢状断，水平断の脳断面を撮

影した。撮影は stereotaxic atlas で想定される視床背内側

核を中心に，全脳にわたって行なった。 

撮影された MRI 画像は SPM99 を用いて解析した。ま

ず，脳を stereotaxic atlas と同一の座標に配置し，前額断

の画像を用いて前交連の位置（前後軸上の座標位置）を

決定した。いずれの文献でも，背内側核の前後軸上の位

置は，前交連の後方 6-16mm の範囲であることから，先

に決定した前交連の位置から背内側核の位置を決定し，

そこに電極の先端が行くように電極アダプターの位置を

決定した。 

現在，これらのサルの視床ならびに眼窩前頭葉より単

一ニューロン活動を記録し，分析を行なっている。 
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5．サルの視覚弁別課題の学習過程における下側頭葉，海馬，前頭野の働き 
 

尾上浩隆（《財》東京都医学研究機構 東京都神経科学総合研究所 心理学部門） 

横山ちひろ（京都府立医科大学 精神医学教室） 

 

人はある問題状況に直面したとき，自分なりの論理や

習慣，経験にしたがって問題の解決を行う。さらに同じ

状況が続くと時間や精神的努力などに費やされるエネル

ギーを節約しプロセスの効率を高めようと，注意や情報

の探索法などに改良を試み実行する。このような情報処

理活動における方略の獲得は主体自らが能動的に心的過

程を制御することで得られる概念的思考であり，人では

幼児期の 2 歳を過ぎた頃から言語の獲得にともなって発

達することが知られている。この過程には，前頭葉にお

ける作業記憶系や海馬や海馬周辺皮質による記憶系な

ど，記憶や行動に関わるいくつかの知的要素が深く関わ

っている。しかし，実際にそれぞれの個々の部品を駆使

していかにして全体としての知的行動が生ずるかについ

ての詳細はいまだ不明なことろが多い。今回我々は，概

念思考のひとつである「学習の構え」の形成をモデルと

して，このような霊長類において特徴的な問題解決に関

わる神経回路の学習獲得過程における時系列的な変遷に

関して，サルに非侵襲的な脳機能イメージング法を適用

して追跡を試みた。実験では，学習経験が情報処理過程

に及ぼす影響を調べるために，アカゲザル（5-7才）に幾

何学模様を用いた対刺激同時弁別課題を訓練し，次々に

新規刺激対からなる図形弁別課題の新規学習を経験さ

せ，学習期の反応時間と脳活動を詳細に解析した。新規

課題の課題解決の経験数が増加するに伴い，各新規課題

で正解率 90%以上の基準に要する試行数は有意に減少

し，いわゆる「学習の構え」の形成が観察された。また

この時，各新規課題で正解率 90%以上の基準に達するま

での時期（問題解決期）の平均反応時間は有意な上昇を

示すことが明らかになった。さらに陽電子断層撮像法

（positron emission tomography, PET）を用いた機能イメー

ジングは，「学習の構え」形成に伴い問題解決に使われる

神経ネットワークがダイナミックに変遷することを明ら

かにした。 

 

 

6．磁気共鳴画像装置による脳賦活検査を用いたヒトの高次脳機能研究 
 

飯高哲也，松本敦，野川純平（名古屋大学大学院 環境学研究科 心理学講座） 

 

機能的磁気共鳴画像（fMRI）はヒトが認知活動を遂行

している間に非侵襲的に，かつ全脳から信号を測定する

ことができる。その空間的解像度は数ミリの単位である

が，反対に時間的解像度は秒単位と比較的遅い。ミリ秒

単位の脳活動は事象関連電位（ERP）や脳磁図（MEG）

などを用いなくては測定することは不可能である。われ

われは同一被験者に対して同じ課題を用いて fMRI と

ERP を行い脳活動の空間的情報と時間的情報を得た。こ

の方法で脳機能をより統合した形で解析できると考えて

いる。本年度は 3 つの実験を行った。 

Ⅰ 顔の認知に関る脳内機構 

顔の認知は言語と並んでヒトの社会生活上重要なコミ

ュニケーション能力である。今回は fMRI により顔の認

知に関るとされる紡錘状回の賦活と ERP で確認される

N170 成分との相関について検討した。その結果，顕著に

見られたのは N170 成分の潜時の長い被験者おいて紡錘

状回の賦活が有意に強いことであった。また高解像度の

解剖画像を用いて Voxel-based-morphometry を行い N170

成分潜時と紡錘状回の灰白質密度との関係も明らかにし

た。N170 振幅は fMRI で測定された BOLD 信号との相関

は少なかった。 

Ⅱ 倒立顔の認知と N170 

顔を上下反転して呈示した場合は，通常の場合と比較

してその認知能力が大きく低下することが知られている。

これは顔が常に同じ方向で見ることに慣れているためと

考えられている。この倒立顔効果を fMRI と ERP を用い

て検証した。倒立顔は通常の顔と比較して紡錘状回後部

を強く賦活した。これは倒立により視覚刺激としての新
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奇性が亢進したためと考えられた。ERP では N170 の潜

時が延長した。この潜時の延長の程度と紡錘状回の賦活

の間に正の相関があることから，潜時の長い被験者では

視覚的注意が亢進していると考えられた。 

Ⅲ 意味プライミングと N400 

単語どうしの意味的関連が脳内でどのように処理され

ているかを fMRI と ERP を用いて検証した。例えば「大

学－研究」などの関連した単語対が呈示された場合，「講

演－炊飯」などの無関連な対と比べて認知処理が早まる

ことが知られている（意味プライミング）。ERP では無関

連対で N400 振幅が増加（または関連対で減少）するこ

とが本研究でも確認された。fMRI では無関連対で左前頭

葉と前部帯状回の信号が亢進していることが確認された。 

 

 

7．ヒトの身体図式（body schema）の脳内再現 
 

内藤栄一（京都大学 人間･環境学研究科） 

 

一次運動野はすべての哺乳類が有するが，その機能は

四肢の運動を制御するものと長い間されてきた。研究者

は，四肢の腱を 80Hz で振動刺激することによって惹起

する運動錯覚を応用して，実際の四肢の運動を引き起こ

すことなく，ヒトの一次運動野が筋紡錘からの感覚情報

(四肢の動き情報)を受け取り，その感覚情報処理に関与

することを示してきた (Naito et al., 1999; Naito and 

Ehrsson, 2001; Naito et al., 2002a,b)。特に，Naito et al. 

(2002b)では，一次運動野がこの感覚情報処理とは独立

に，被験者が手の動きを知覚したときに活動することを

示した。これは，一次運動野が感覚情報処理機能とは独

立に運動知覚そのものに関与すること，しかも被験者が

四肢の動きを知覚するためには，運動野の活動が必要で

あることを示した。 

この仮説をさらに検証するために，fMRI 実験を生理学

研究所で行った。右手首伸展筋の腱が刺激され，被験者

が右手の屈曲運動を経験している最中に，前もってビデ

オに記録していた彼ら自身の手首運動の映像をみる。手首

の映像が伸展運動(錯覚方向とは逆；incongruent)の場合，

手首屈曲の運動錯覚経験の強度は，手首の映像が屈曲運

動(錯覚方向と同方向；congruent)の場合に比べて有意に

減弱する(Naito et al., 2002c)。もし一次運動野の活動が自

らの四肢の動き知覚に関与するならば，incongruent の視

覚情報が運動錯覚経験を減弱するという被験者の知覚に

対応して，その活動も減弱することが予想された。 

14 人の右利き健常被験者が fMRI 実験に参加した。被

験者が右手首の運動錯覚を経験しながら，スクリーン上

の注視点(＋)を注視している場合(control 条件)，左(反対

側)の一次運動野のみがすべての被験者で共通に賦活し

た。これは，一次運動野が運動錯覚知覚において primary

な機能を持つことを意味する。同様に congruent 条件で

も，左運動野のみがすべての被験者で共通に賦活したが，

incongruent の条件ではこの活動が有意に減弱した。すべ

ての条件で全く同一の振動刺激が腱に与えられているた

め，運動野にはどの条件でも一定の感覚情報入力がある

はずである。にもかかわらず，incongruent 条件では有意

に運動野活動が減少した。つまり，運動野の活動は手の

動きの視覚情報が知覚情報処理のレベルで運動錯覚知覚

に影響を及ぼした結果を反映するものと想定され，運動

野が四肢の動き知覚に関与するという仮説を裏付ける結

果となった。 

 
【文献】 
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8．温熱的情動感覚（暑さ・寒さ）発現の脳機構解析 
 

彼末一之，永島 計（大阪大学 医学部保健学科） 

定籐規弘，岡田知久（生理学研究所 心理生理学研究部門） 

 

温度感覚は狭義の温度感覚（熱い・冷たい）と温熱的

情動感覚（暑さ・寒さ）の 2 種類あるが，いずれについ

ても神経機構に関する知見は少ない。前年は情動感覚（寒

さ）に関係する脳部位を検討し，扁桃核の重要性を示唆

する結果を得た。本年度はこの結果と比較する目的で狭

義の温度感覚（冷たい）に関係するヒトの手部また全身

を冷却刺激したときの脳活性部位を fMRI で解析した。 

局所刺激は手掌全体を覆うチューブ内を還流する水に

よって，左手･右手別々に，冷刺激（25℃：1 min）した。

対象は健常被検者8名とし，被検者には温度感覚を1(very 

cold)から 9(very hot)の 9 段階で申告させた。温度刺激に

よる痛みを申告した者はいなかった。右手あるいは左手

の冷刺激ともに両側の第二次体性感覚野（secondary 

somatosensory cortex：SII）及び島皮質（insular cortex）に

温度変化及び温度感覚と相関を持つ賦活が認められた。

温度感覚は一般に温度の絶対値ではなく変化成分によっ

て強く誘起される。実際，本実験でも温度感覚は温度変

化のピークよりも速い反応が見られた。SII と insula の賦

活は温度よりも感覚と強い相関が認められた。この結果

はこの脳領域の活性が温度感覚発現に重要な役割を果た

していることを示唆する。全身刺激では水の還流するチ

ューブスーツを用いて冷却刺激（15℃：1 min）を行った。

対象は健常被検者 8 名とし，被検者には短時間刺激では

「全身の」温度感覚を 1(very cold)から 6 (slightly warm)の

6 段階で申告させた。実験後の申告によれば 1 min とい

う短時間の刺激では「寒さ」を感ずることはなかった。

この全身冷却刺激では視床（ thalamus ）及び小脳

（cerebellum）に温度感覚と相関する賦活が認められた。

しかし温度と相関を示す脳部位は認められなかった。本

実験で用いた「全身」の温度感覚は日常ではあまり意識

しない感覚である（日常では全身では「暑さ・寒さ」を

より意識する）。そのために被験者は全身の感覚を恣意的

に平均する，あるいはある局所の感覚を代表させるなど

まちまちな方法をとっていたようである。このために局

所冷感覚で見られた SII と insula の賦活が得られなかっ

た可能性がある。また小脳の賦活については急速な全身

冷却では全身の筋トーヌスが上昇するのでそれにともな

う二次的なものである可能性がある。全身刺激について

は今後より詳細な検討が必要である。 

 

 

9．マイクロイメージング法による脳室周囲器官群および関連する視床下部・延髄の研究 
 

鷹股 亮（奈良女子大学 生活環境学部） 

瀬尾芳輝，生駒和也（京都府立医科大学 第一生理学教室） 

荻野孝史（国立精神・神経センター神経研究所） 

村上政隆，永山國昭（生理学研究所） 

 

我々は血液-脳関門の欠損部位であり，浸透圧調節にお

ける受容器として機能していると考えられる脳室周囲器

官群における毛細血管の水透過性を定量化することを目

的として実験を行っている。昨年度は，静脈内に

Gd-DTPA を投与して T1 強調画像法で画像化すると，脳

室周囲器官群である脳弓下器官および下垂体の組織にお

いて高信号強度を示すことを明らかにした。更に，この

信号強度の上昇は Gd-DTPA の血管外への漏出によるも

のではないことを確認し，この部位における毛細血管水

透過性が脳の他の部位に比べて高い可能性があることを

報告した。 

本年度は，in vivo で SFO における毛細血管水透過性を

定量化し，更に浸透圧刺激による視床下部神経核の活動

部位を MRI イメージで同定することを目的とした実験

を行った。 

ラットの静脈内に Gd-DTPA を持続投与して，組織の
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T1緩和時間を inversion recovery MRIイメージで測定する

ことにより定量化し，脳室周囲器官（特に SFO）と脳内

の他の部位と比較した。SFO では，Gd-DTPA 投与により

T1緩和速度（1/T1）は，各々0.70 ± 0.02 sec-1から 1.53 ± 

0.11sec-1 に上昇した。一方，大脳皮質や視床においては

T1の有意な変化は認められなかった。SFO における毛細

血管内皮の水透過係数を求めると，3.7×10-3 cm s-1 とな

った。この値は，腎臓の直血管における透過係数に匹敵

するもので，脳における毛細血管の値としては極めて高

く，BBB が存在する皮質における透過性の 10-100 倍大

きいことが明らかになった。この結果は，SFO が血漿

（BBB の外側）の浸透圧を受容する部位として機能する

に極めて効果的な構造をしていることを示唆する。 

次に静脈内への浸透圧刺激により活性化される脳部位

を MRI を用いて同定する実験を行った。ラットの側脳室

内に Mn2+ (2mM)を約 90 分にわたって持続的に投与して，

脳実質内に Mn2+を分布させた。静脈内へ高浸透圧溶液

（1.5 M NaCl; 3.3ml/kg body weight）を注入し，細胞内へ

Mn2+が取込まれた部位を T1 強調画像の信号強度の上昇

でみると，視索上核において信号強度の有意な上昇が認

められた。このことは，高浸透圧刺激により，上昇した

血漿浸透圧の情報が視索上核にまで達し，その神経細胞

体が活性化された事を示唆している。今後は，この方法

を用いて，視床下部および延髄の各部位の体液調節系機

能における役割を in vivo で明らかにしていく予定であ

る。 

 

 

10．磁気共鳴画像診断用新規造影剤の開発 
 

阪原晴海，竹原康雄，那須初子，磯貝 聡，杉山雅洋（浜松医科大学） 

高橋 護（聖隷三方原病院） 

定籐規弘（生理学研究所） 

 

本研究の目的は，磁気共鳴画像診断用の新しい造影剤

としてポルフィリンやデンドリマーを基本骨格とする薬

剤の in vivo における挙動を評価することである。 

（1）Gd-DTPA デンドリマーによる造影 MRI・MR 

angiography  

Gd-DTPA デンドリマー86.9mg を 2ml の生理食塩水に

溶解して得られた溶液を，体重約 300g の SD ラットの尾

静脈より 0.5ml（0.05mmol/kg に相当）投与し，Siemens

社製 3T 超伝導 MR 装置（Magnetom Allegra)に 2-inch 送

受信コイルを併用して撮影を行った。使用したパルス系

列は 2 種類で，i）脂肪抑制併用 3-dimensional Fourier 

transform gradient-recalled acquisition in steady state,撮

像条件 TR(ms) /TE(ms)/FA=1.92/0.76/20，FOV=25cm，

matrix=91x256，64 partition, slice-thickness=1.25mm および，

ii)spin-echo（SE）法，撮像条件 TR 600ms, TE 6ms, FA 90, 

16 slices, thickness 3mm, gap 0mm, FOV 180mm, 

Rectangular FOV 6/8, Matrix 256 x 192 である。まず，造影

剤の投与前を撮像し，投与後は 1 時間後まで撮像を繰り

返した。投与後 20 分後の画像から Maximum Intensity 

Projection Algorithm にて再構成した 3 次元投影図では，

大血管の描出が極めて良好であり，造影 MRA として十

分応用が可能と思われた。また，SE 法では，本造影剤は，

造影剤投与後 1 時間でも，血管，肝臓，腎臓等に優れた

造影効果を有していることがわかった。 

（2) Mn-ポルフィリンを用いる心筋梗塞巣の描出に関

する予備実験 

ラットの冠状動脈に snear-loop による閉塞と再開通の

操作を加えて作製した心筋梗塞巣をMn-ポルフィリンで

描出することを予定している。そのため，開胸して人工

呼吸下で 3～4 心拍を TR とする心電図 gate を行いつつ，

人工呼吸器のストロークを機械的に呼吸同期用のベロー

ズに結びつけた形で spin echo 系の撮像法による心筋の

イメージングを試みた。ラットの心筋の画像は得られた

が，画質は十分でなかった。
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11．磁気共鳴装置を用いた心理的ストレス研究 
 

白川太郎（京都大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 健康増進・行動学分野） 

福田早苗（ドレスデン工科大学心理学専攻・生物心理学分野） 

 

【背景】 

ストレスに関連あると考えられている脳部位は，海馬

や扁桃体であると，動物実験のレベルで証明されつつあ

る。人においても，脳機能研究の発展により，課題遂行

時の脳反応部位を特定することが可能になりつつある。 

これまでストレスと唾液中コルチゾールの関係を調べ

て来たが，唾液中コルチゾールの反応パターンは，個人

によって異なる可能性が，ドイツのグループから出され

ている。一方，遺伝子多型の研究が進み，人には遺伝的

多様性が存在することが明らかになってきている。そこ

で，上記のコルチゾールの反応パターンが遺伝的な個人

差が原因であると仮定し，多型の違いによる特定課題に

対する脳の活性部位を，磁気共鳴装置を用いて検出する

ことを目的とする。 

【方法】 

健康な日本人において，コルチゾールのストレス反応

パターンを決定している候補遺伝子を決定する。多型ご

とに被験者を 20 名ずつ選択する。決定した遺伝子及びス

トレスの両方に関わりのある課題を作成する。最終的に

は，磁気共鳴装置により脳の活性部位の差異を検討する。 

本研究に先立って，下記の予備的検討を開始している。 

【目的】 

磁気共鳴装置は測定時に大きな音を伴い，その音自体

がストレスとなる可能性がある。磁気共鳴装置の測定時

の騒音が課題遂行時の身体に与える影響を検討する。 

【方法】 

健康成人を対象とし，唾液の採取を課題 10 分前，直前，

直後，10 分後，20 分後，30 分後に行う。課題には，磁

気共鳴装置の測定時の音をヘッドホンで 10 分間聞くと

いうものを用いた。現在までに 6 名の測定が終了してい

る。スピーカーから同様の音を聞くという検討を行った

が，唾液中コルチゾールの値に変化は見られなかった。 
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1. 腹足類外套にみられる特異な星形筋細胞内の筋原線維の超高圧電顕観察 

 

片桐 展子（東京女子医科大学・総合研究所．研究部） 

片桐 康雄（東京女子医科大学・看護学部・基礎科学） 

有井達夫 

 

イソアワモチ（Onchidium sp. 軟体動物，腹足類）の

外套の背表面は凹凸が著しく，その名の由来になった大

小の疣状または粟状突起で覆われている。孵化後 1 年以

内の幼動物の外套は成体に比べて凹凸が少なく滑らかに

みえ，突起は未発達である。 

これまでの超高圧電顕観察によって，幼動物の外套の

皮下組織に大形で特異な星形の筋細胞が存在すること，

この筋細胞から延びる多数の突起に囲まれた領域内に眼

外光受容器である皮膚光覚細胞の存在を認めた。大形で

不整形の筋細胞の全体像の解明には，厚切切片を超高圧

電顕で観察するのが有効で，三次元再構築しその全体像

を明らかにした（片桐ら，2001，2002 ）。本研究では筋

細胞の基本的な微細形態，特に筋原線維を高倍率で観察

した。 

【材料と方法】イソアワモチの幼動物 (体長 10mm 以

下) を 2 ％オスミウム水溶液で40℃，48時間加温処理，

脱水過程で酢酸ウランによるブロック染色した。エポン

樹脂に包埋，0.3 μm厚さの連続切片を作成。グリッド

の枠内に皮膚光覚細胞および星形の筋細胞が入るように

切片を載せその上にホルムバール支持膜を貼った。酢酸

ウランと鉛染色し，超高圧電顕H-1250M， 1,000kV で観

察した。 

【結果と考察】筋細胞は多数の突起を有し，長楕円形の

核は細胞の中心で最も厚い細胞体部に位置する。筋細胞

の細胞体および突起の内部に 2 種類の筋原線維；電子密

度が高く太い線維と細い筋原線維を認めた（図 2 ）。試

料作成において加温オスミウム染色を行ったこと，厚切

り切片であるために筋原線維の超微細構造は一部しか明

らかにできなかった。また，神経線維や他の細胞との接

着についても判然としなかった。 

筋細胞の長大な突起は細胞体から放射状に延びる。筋

原線維は突起の長軸に沿って走行するが，細胞体を通り

越して他の突起に連続して走行する。走行がカーブする

ものや筋原線維が束または層状で走行して交差するもの

を認めた（図 1 ）。これらの走行は厚切り切片を超高圧

電顕によって観察し明らかにできた。電顕写真を基にデ

ジタル・フーリエ合成法を利用して，筋原線維の構造解

析を試みた。 2 種の筋原線維の配列に規則性が認められ

る部位もあったが，今後の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  筋細胞の細胞体 

筋原線維（▼）が細胞質内のオルガネレの傍を束ま

たは層状で走行する。細胞体部の近くでは方向の異

なる突起内を筋原線維が走行する。 

図 2  筋細胞の突起の末端部。 

突起の内部に筋原線維が平行に走行する。電子密度

が高く太い線維（▼）と細い筋原線維（↓）が認め

られる。 
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2. アクチンフィラメントの構造解析・リン酸カルシウム化の影響について  

 

一海 孝光（愛知県立芸術大学・美術）  

有井 達夫  

 

超高圧電子顕微鏡は微小なクリスタルの電子線回折像

を得るのに適した装置である。電子線の透過力が強く，3

次元的なクリスタルの回折像も得られる。エックス線回

折にかけるには小さすぎるクリスタルであっても可能で

ある。200 オングストローム以下の範囲に収まる小さな

クリスタルからの回折像も報告されている [1]。アクチ

ンフィラメントのクリスタルは低い塩濃度の緩衝液中の

アクチン溶液にモル比で過剰になるように ATP を加え

ると作られる。我々はこの装置を使って約数µm 程度の

アクチンフィラメント由来と考えられるクリスタル（図

1）の電子線回折の様子を調べてきた。壁面に沿ってフィ

ラメント状の構造が見られる。図 2 にこれらと類似の微

小クリスタルからと思われる回折像の写真を示した。ア

クチンによって ATP が加水分解されると無機燐酸が出

来るが，これと Ca2+が反応して燐酸カルシュウムを形成

する。この像の中で大きい回折スポットが 1/3.3Åの間隔

で子午線上に並んでいる。これらはハイドロキシアパタ

イトのクリスタルの格子定数に一致している[2]。ハイド

ロキシアパタイトは，フィラメントがあると C 軸がフィ

ラメントの長軸方向に沿うような epitaxial な結晶成長を

するといわれている。強いスポットが出ている軸の方向

は，図 1 のフィラメント状の長軸方向と一致していると

予想される。この軸と約 45 度の角度で交わる軸方向に層

状の回折がある。これらの反射面間隔は約 1/5Åである。

これはα−ヘリックスがつくる反射面の間隔に相当して

いる。さらにこの軸上には細かい間隔の回折スポットが

ある。このスポットの間隔は約 1/50Åでありアクチンモ

ノマーに由来するものと思われる。このようなクリスタ

ルも水を結合していると考えられる。谷口・神谷らはア

セトン中でクリスタルを成長させたが，我々は ATP によ

って成長させたアクチンフィラメントのクリスタルをア

セトンであらかじめ脱水することにより回折像を得るこ

とに成功した。 

 

Ref.1  Dupouy, G., Perrier, F., Uyeda, R., Ayroles, R. and 

Bonoque, M.A. (1963) C.r. Hebd. Seanc. Acad. Sci., Paris 

257, 1511. 

Ref.2 Hartgerink, J.D. , Beniash, E. Stupp, S. I.   (2001) 

Science  294, 1684-1688  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
図 1 アクチンフィラメント由来と考えられる微小結晶            図 2 微小結晶からの制限視野回折像 
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3. ガス中蒸発法によって作成した有機化合物微粒子の結晶構造解析 

 

仙石昌也（愛知医科大学） 

有井達夫 

 

昨年度，10Torr の Ar 雰囲気ガス中で作成した微粒子

の中に，既存の結晶データにない，約 1.0nm の格子間隔

を持つコロネン微粒子の格子縞が観察されたと報告した 

[1] 。しかしながら，その後同様の条件で作成した微粒子

について，電子線回折を中心に観察を行ったが，結局同

じ間隔を持つ微粒子は確認されなかった。 

そこで，雰囲気ガスを He に変更してガス中蒸発法で

コロネン微粒子を作成し，生理学研究所の超高圧電子顕

微鏡で観察を行った。図 1 は作成された微粒子の TEM

像である。はっきりとした晶癖を持ち，電子線回折像が

観察される粒子は針状結晶が多いが，それ以外に微粒子

の成長過程，または微粒子同士が融合したと思われる粒

子などもよく見られる。図の右上は針状結晶の一部分，

直径約750nmの円で囲んだ制限視野における電子線回折

像である。このように回折強度が強い，長軸に対して平

行な面に対応する 1 次元の回折パターンが現れる粒子が

多く見られた。回折像から面間隔を計算すると 0.75nm と

なり，JCPDS（ASTM）カードのデータから，これはコロ

ネンの (200)面に相当することが確認された。次にこれ

らの微粒子の高分解能観察を行った。観察倍率を 15 万倍

～20 万倍にしてイメージングプレートに記録したとこ

ろ，先ほどの回折像に対応する 0.75nm の格子縞が観察さ

れた。図 2 はその時撮影された長さ約 1µm，幅約 50nm

の針状コロネン微粒子の先端付近の高分解能像であり，

左上は枠で囲った部分の拡大像である。この微粒子の上

半分には格子縞がはっきりと現れ，下半分は格子縞が確

認されなかった。ここから，この微粒子が単結晶でなく，

成長後に融合したものである可能性が考えられる。 

 

【参考文献】 

1．大野 完，仙石昌也，有井達夫：岡崎国立共同研究機

構 生理学研究所年報 第 23 巻 148pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 コロネン微粒子の TEM 像と電子線回折像                   図 2 コロネン微粒子の高分解能像とその拡大像 
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4. 腎生検検体を用いた糸球体疾患の三次元的構造異常の解析 

 

杉山  敏, 富田  亮（藤田保健衛生大学・医学部 腎臓内科） 

 

糸球体腎炎は免疫複合体が腎糸球体に沈着し，それに

引き続き炎症細胞が入り込み組織障害を起こすと考え

られている。今回我々は日本の慢性糸球体腎炎の中で一

番頻度の高い IgA 腎症を対象にメサンギウム領域への沈

着物の侵入の仕方，炎症細胞の浸潤の仕方を超高圧電子

顕微鏡を用い三次元的に解析することを試みている。 

 

 

5. ギャップ結合連結した網膜及び脳ニューロンの樹状突起の構造： 

アマクリン細胞の同種間の連結 

 

日高 聰（藤田保健衛生大学医学部生理学第二講座） 

 

The evidence of gap junction connections between 

vertebrate retinal neurons has been accumulated to date [1]. 

An important role of amacrine cells, third-order retinal 

interneurons, is thought to intensify inhibitory synapses among 

the cell populations in the proximal retina, since lateral gap 

junction connections between these cells are possible pathways 

for spreading light-evoked signals laterally in the inner 

plexiform layer (IPL) via  electrotonic transmission and the 

majority of amacrine cells contains GABA [2]. 

In this study, network properties of gap junction 

connections between amacrine cells in the IPL were evaluated 

by techniques of intracellular recording, dye injection and 

electron microscopy conducted on vertebrate retinas. First, 

retinal amacrine cells were identified with their light-evoked 

responses to light flashes, either transient ON-OFF or 

sustained. Second, tracer-coupled networks of the cell 

populations were visualized by transfer of intracellularly 

injected Neurobiotin into neighboring cells. Following light 

microscopic observation of contacts between the cells, the 

speciemens were then investigated with high voltage as well 

as conventional electron microscopy [3].  

Cell-type specific, homotypic connections (those between 

cells of the same morphological type) in the populations were 

found (Fig. 1). Dendrodendritic contacts were seen either in tip- 

or cross-contact manner, i.e. those between dendritic tips 

(arrowheads, Fig. 1) versus those between dendritic shanks (not 

shown). Electron microscopical analysis revealed gap junctions 

between light-microscopically documented dendrites, but not in 

dendrites apart from interconnected sites. Figures 2 and 3 show 

anatomically identified gap junctions laterally localized 

between Neurobiotin-labeled dendritic tips. In Fig. 2, high 

voltage electron microscopy demonstrated that the size of gap 

junction plaques at tip-to-tip dendritic contacts was 7 µm in 

longitudinal axis in the transient bistratified cells (Fig. 1) in 5 

µm section in thickness.  In the monostratified amacrine cells, 

another type of transient cells (not shown), the size of gap 

junctions at tip-contacts was estimated as 16 µm (Fig. 3). 

This study shows that gap junctions between amacrine cells 

are in homotypical manner in vertebrate retinas. The homotypic 

lateral gap junctions between these cells may play an important 

role in GABAergic synaptic behavior in cells in the IPL. 

References: 

[1] Hidaka, S. et al. (2002) Expression of gap junction 

protein connexin36 in adult rat retinal ganglion cells. J. 

Intgr. Neurosci., Vol 1, pp 3-22. 

[2] Hidaka, S. et al. (2003) Homotypic gap junction 

connection between retinal amacrine cells. The Neural 

Basis of Early Vision, Springer-Verlag, Vol 11: pp 126 

– 133.  

[3] Hidaka, S., and Hashimoto, Y. (1993) Intracellular 

labeling with injection of biotinylated compounds 

(biocytin, Neurobiotin) and its application for analysis 

of neuron network. J. Physiol. Soc. Jpn. Vol 55: pp 241 

254. 
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Fig. 1: Cellular morphology and tracer coupling of retinal amacrine cells. The recorded cell (asterisk), generating 
transient-type light-evoked responses, are hexagonally connected at dendritic tips (tip-contact) with neighbors 
of the same type. Note no labeling of cells of other morphological types, apart from the tip-contact homotypic 
cells.  

Fig. 2: High voltage electron micrograph of a gap junction (between arrowheads) at tip-to-tip contact between 

Neurobiotin-labeled dendritic tips of the transient bistratified amacrine cells shown in Fig. 1, observed at 1,000 

kV in a tangential 5 µm section in thickness. Note that gap junctions occur between laterally connected 

dendritic tips.  

Fig. 3: Conventional electron micrograph of a gap junction at tip-to-tip contact between dendritic tips of transient 

monostratified amacrine cells, observed in an ultrathin section.

 

 

6. 脳スライス培養系による神経突起バリコシティの構造解析 

 

                 遠藤 泰久，西田倫希，吉見仁志（京都工芸繊維大・繊維） 

 

中枢神経系におけるバリコシティ（varicosity）の構造

と形成機構を解明する目的で，ラットの脳スライス培養

系を用い，細胞骨格タンパクの免疫染色後，厚切切片を

超高圧電顕で 3 次元的に解析した。神経突起の途中に形

成される数珠状のふくらみ（バリコシティ）は,神経伝達

物質を含むシナプス小胞や有芯小胞が蓄積し，神経終末

として機能すると考えられているが，その形成機構は中

枢および末梢神経系においてほとんど解明されていな

い。 

氷冷麻酔した新生ラット（生後 5－10 日）を断頭後，

ティッシュチョッパーを用いて間脳の前額断スライス

（厚さ 400µｍ）を作製し，フィルターインサート上で 2

－3 週間培養した。バリコシティ形成におけるチュブリ

ンの影響を調べるため，αチュブリン mRNA のアンチセ

ンスオリゴヌクレオチド（15mer）を 50mM の濃度で 48

時間作用させた。対照にはセンスオリゴヌクレオチドを

用いた。4％パラフォルムアルデヒドで固定後，チュブ

リンの特異抗体で免疫染色（ABC－HRP 法）し，発色に

はジアミノベンジジンに硫酸ニッケルアンモニウム

（10mM）を加えてコントラストの増強を行った。オス

ミウム酸後固定，エタノール脱水，エポキシ樹脂包埋し

た後，厚さ 2µm の厚切切片を作製し，超高圧電顕 

H-1250M により加速電圧 1000kV で観察した。 

視床下部室傍核の大型神経分泌ニューロンには，チュ

ブリンの特異抗体によく反応するバリコシティが多数

観察された。細胞体および神経突起内部の微小管を厚切

切片で十分に観察できるコントラストが得られた。チュ

ブリン mRNA のアンチセンス処理により，明らかにバリ

コシティの大きさが減少し，細胞質全体のチュブリン免

疫反応の減少が観察された。バリコシティ内部の細胞質

には，ミトコンドリアと考えられる約 1µm の球体と分泌

顆粒と考えられる約 100nm の小胞が存在し，その周囲の

細胞質にはチュブリンの免疫反応を示す高い電子密度

が均一に観察され，微小管ではなく遊離のチュブリンの

存在が示唆された。以上の観察から，バリコシティ形成

に遊離のチュブリンが深く関与することが示唆された。 
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図 1．対象区のバリコシティ(±8°のステレオ)。 

チュブリンの免疫反応により細胞質の電子密度が

高い。ミトコンドリアや小胞が透けて見える。 

Scale bar = 1 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.チュブリン アンチセンス mRNA 処理区のバリコシ

ティ(±８°のステレオ)。 

バリコシティの縮小，小胞の減少がわかる。Scale 

bar = 1 µm 

 

 

7. ステロイドホルモンによる神経細胞の機能制御と構造変化の三次元的解析 

 

小澤 一史，河田 光博（京都府立医大） 

 

ステロイドホルモンは脂溶性の物質で，脳血管関門を

容易に通過し，各種ステロイドホルモン受容体を有する

神経細胞に働きかけ，様々な機能を調節することが知ら

れている。我々は特に，海馬－視床下部－下垂体－副腎

皮質系を介するステロイドホルモンとストレス応答につ

いて，神経細胞構築，神経回路構築，神経細胞機能変動

などの観点から考察を進めている。 

 海馬領域，特に錐体細胞の CA1, CA2 領域，顆粒細胞

では多数の神経細胞でグルココルチコイド受容体(GR)

の発現が認められ，受容体を介してグルココルチコイド

の直接作用を受けていることが知られる。これらの神経

細胞の構造構築，機能発現を調べる目的で，グルココル

チコイドの変動と神経細胞の形態変化について，特に樹

状突起とその棘（spines）の変化に注目し，超高圧電子顕

微鏡をもちいて三次元的に解析した。正常のラットの

CA1 の神経細胞の樹状突起（図 1A, 1B）に比べて，副腎

を摘出しグルココルチコイド欠落状態になったラットで

は樹状突起の分岐の数や長さに変化が生じ，さらに棘の

数，形態に大きな変化（減少）が観察された（図 2A, 2B）。

コルチコステロンを投与することによって，これらのス

テロイドホルモン欠落による形態変化は回復を示した。 

これらのことより，グルココルチコイドは海馬の神経

細胞の形態構築，特に樹状突起の棘の形態構築や維持に，

重要な役割を持つことが明らかになり，これらはシナプ

ス構築，シナプス可塑性と関係して，記憶や空間認知，

行動の制御と大きな関連性を有する可能性が示唆され

た。さらにストレス応答の観点から，ストレス暴露によ

る副腎皮質ホルモン分泌変化が海馬の神経細胞に大きな

影響を与え，様々な神経症状を起こすことの機序を考え

る場合に，重要な形態学的情報になり得ると考えた。 
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図 1：正常ラットの海馬 CA1 錐体細胞の樹状突起。 

図 1：(A) +16°傾斜像 (B) -16°傾斜像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：副腎摘出ラットの海馬 CA1 錐体細胞の樹状突起。

(A) +16°傾斜像 (B) -16°傾斜像 

 

 

8. 嗅球ニューロン樹状突起の三次元構造解析 

 

樋田 一徳（徳島大学医学部情報統合医学講座形態情報医学分野） 

 

一次中枢の嗅球において嗅覚情報は既にかなり処理

されていることが最近明らかになり，特に表層の糸球体

は特定な匂い刺激に特異的に反応し注目されている。こ

の糸球体では嗅受容細胞（入力）と投射ニューロン（出

力）がシナプス結合をするが，これには多様な局所ニュ

ーロンが介在し，高次中枢への情報伝達を調整してい

る。 

本研究は，超高圧電子顕微鏡の高解像力を利用し，嗅

球糸球体層の介在ニューロンの複雑な樹状突起網の三

次元構造の解明を目的とし，特に今年度は複雑な糸球体

内樹状突起網を構成する calretinin (CR) 免疫陽性ニュー

ロンに焦点を絞り解析を行なった。 

方法は昨年度と同様，抗 CR 抗体と蛍光・1.4nm 金コ

ロイド標識 Streptavidin を用いて共焦点レーザー顕微鏡

で観察後，銀増感 DAB 発色により CR ニューロンを選

択的に標識した。エポン包埋後 5µm 厚の切片を超高圧電

子顕微鏡で立体解析を行なった。 

CR ニューロンは主に糸球体層に存在する傍糸球体介

在ニューロンであるが，投射ニューロンにも弱い免疫反

応がみられる。共焦点レーザー顕微鏡による三次元的観

察では，糸球体周囲の細胞体から樹状突起が糸球体内に

伸長し，複雑に分枝する蜂巣状の立体的網目構造が明ら

かとなった（図 1）。しかし解像度の限界から突起細部

の解析は困難の為，更に超高圧電子顕微鏡で構造解析を

行なった。 

解析領域が限られるが，超高圧電子顕微鏡は糸球体内

三次元突起網の解明には極めて有効である。CR ニュー

ロンは糸球体内で複雑に枝分かれして突起が絡み合う

が，糸球体内の特定の領域に限局的に分布し，全体とし

て蜂巣状構造を示すことが明らかとなった（図 2）。この

構造は我々が以前解析した calbindin (CB) ニューロン

の形態に類似するが，その突起はより細く，また空間内

密度はより高く，一方，CR や CB ニューロンと対照的

なシナプス結合をする tyrosine hydroxylase ニューロン

（昨年度報告）とは全く異なる樹状突起構造を呈した。 

現在，染色法の更なる改善を進めるのと同時に，他の

タイプの介在ニューロンの詳細な樹状突起構造の解明

を行なっている。
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図 1；ラット嗅球の糸球体層の CR ニューロンの共焦点レーザー顕微鏡像，Bar; 50µm。 

図 2a, b；同嗅球糸球体内 CR ニューロンの樹状突起網（ステレオペア），Bars; 10µm。

 

 

9．星状グリア細胞突起の CT 解析 

濱   清 

M. Ellisman, M. Martone, N. Yamada(Univ. Calif., San Diego. NCMIR) 

 

我々は高い電子線透過能と，5µm を越える生物試料で

も 4 - 5 nm の解像力が期待できる 1,000kV 超高圧電子顕

微鏡の特性を利用して，主として Golgi 染色を行ったラ

ット CNS における星状グリア細胞突起の 3 次元立体計

測を行っている。   

星状グリア細胞の突起を 3 µm の切片について，－60

度から＋60 度まで 2 度間隔で連続傾斜撮影を行い，トモ

グラフイー解析（CT）（例えば図 1）を行いその後同じ

試料を 90 度回転して同様に解析を行なった。その結果

は，S / V = 26.2±5.0 (µm-1)となり，Grosche et al.（Nature 

Neuroscience 1, 139(1999)）により，連続切片から求めら

れた値 

S/V(µm-1) = 13 (µm-1) バーグマングリア 

S/V(µm-1) = 20 (µm-1) ミクロドメイン 

と比較すると，同程度でより大きな値をとることが明

らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 星状グリア細胞の突起: CT 処理後 Depth Gradient Shading 表示をしたステレオ像（交差視；±８°傾斜） 
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10. 発達とその異常に伴う神経細胞および骨格筋の形態変化に関する 

超微細 3 次元的研究 

 

RHYU, Im−Joo，UHM, Chang-Sub，LEE, KeaJoo（Korea 大・医） 

井本 敬二，有井 達夫 

 

We mainly analyzed the three-dimensional ultra-structure 

of Purkinje cell (PC) dendrites of Ca2+ channel mutant mice, 

rolling Nagoya (Cacna1a tg-rol).  

Morphology of PC dendritic spines is suggested to be 

regulated by signal molecules such as Ca2+ and interactions 

with afferent inputs. The amplitude of excitatory postsynaptic 

current (EPSC) was decreased in PF to PC synapse whereas 

increased in climbing fiber (CF) to PC synapse in rolling mice. 

We have studied synaptic morphology changes in cerebella of 

this mutant strain. We found altered synapses between parallel 

fiber (PF) varicosity and Purkinje cell (PC) dendritic spines. 

To study dendritic spine plasticity of PC in the condition of 

insufficient P/Q type VDCC function, we used high voltage 

electron microscope (HVEM). 

4 µm sections were prepared from rapid Golgi preparations 

of the rolling and wild type cerebellum. We measured the 

density and length of PC dendritic spines at the tertiary 

branches with NIH image. 

We observed statistically a significant decrease in spine 

density as well as shorter spine length in rolling mice 

compared to wild type mice at tertiary dendritic branches. 

However, in proximal PC dendrites there were more 

numerous dendritic spines in rolling. 

The differential regulation of rolling PC spines at tertiary 

and proximal dendrite in rolling suggests two major excitatory 

afferent systems may be regulated reciprocally in the 

cerebellum of rolling mouse Nagoya. 
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1．脳磁図を用いたヒト運動・感覚における脳機能についての研究 
 

宝珠山 稔（名古屋大学医学部保健学科） 
 

感覚情報処理過程における感覚相互および随意運動と

の関連について，誘発脳波の手法を用いて脳磁場反応を

解析した。生体磁気計測装置（Magnitoencephalo- graphy, 

MEG）は高い時間分解能に加えて電流源推定の精度に優

れており，体性感覚誘発脳磁場（Somatosensory evoked 

magnetic fields, SEF）の測定は感覚情報処理過程を明らか

にする極めて有用な手法となっている。 

本年度は特に第 1 次体性感覚野（Primary somatosensory 

cortex, SI）における情報処理過程の時間的要素について

詳細な検討を行い，SEF の回復曲線からヒトの SI は

1000Hz 程度の信号処理能力をもつこと，同じ SI 内でも

100Hz 程度の信号までしか応答しない細胞群があるこ

と，を明らかにした。また，高頻度（100Hz 以上）の 2

重刺激による SEF 波形を解析し，高頻度刺激の反応性の

差から 1 つの SEF 反応に含まれる複数の成分が分離され

ることを観察した。このことは個々の SEF 成分を形成す

る細胞群について，高頻度刺激に対する反応の程度から

その細胞群の機能を分離分類できる可能性を示唆するも

のであった。 

また，連続した高頻度体性感覚刺激による SEF の記録

から，体性感覚系における末梢から大脳皮質の間での機

能的疲労曲線を記録することが可能であった。SEF 成分

は 33～100Hz までの頻度では連続刺激によっても反応の

減衰が見られず，シナプス伝達を含む信号の伝達が良好

に機能していることが明らかにされた。SEF 成分によっ

ては刺激の連続により facilitation が生じるものがあっ

た。末梢神経の連続刺激は筋の収縮を誘発させるため，

筋収縮からの信号との相互作用によってSEF成分の減衰

や増高が生じることが考えられたが，この手法によって

も感覚皮質における細胞群の機能分類が可能であること

が示唆された。 

 

 

2．脳磁場を指標とした言語のリズム処理に関与する神経機構の検討 
 

大岩昌子（名古屋外国語大学） 
 

音声知覚の単位は言語によって異なり，このことから

日本語はモーラ言語，英語はストレス言語，フランス語

などロマンス語系言語は音節言語と呼ばれる。これらの

単位は言語によって異なるといわれ，言語の持つリズム

にかかわることが知覚実験から示唆されているものの，

音声のリズム知覚の神経基盤についてはほとんど検討

されていない。本研究は，脳磁場成分のなかでも特にミ

スマッチフィールド（MMF）を指標として，言語のリズ

ム処理に関与する神経機構を明らかにすることを目的

とした。MMF は 1 秒間前後の短い間隔で繰り返し呈示

される同一の音(標準刺激)の中に,それとは異なる音響的

特性を持つ逸脱刺激がまれに挿入された場合に,逸脱刺

激に対して特異的に出現する誘発脳磁場成分である。逸

脱刺激と標準刺激の間の心理的な距離が大きくなるの

に従って，MMF の振幅は増大し，その潜時は短縮する

ことが知られている。これまでの検討から MMF は被験

者の注意を必要としない,自動的な逸脱検出過程を反映

した成分と考えられている。日本語学習者の多くが日本

語の長音の知覚を苦手とすることが知られているが，こ

れらの長母音を含む無意味語の「エレ－ぺ」と含まない

「エレぺ」を用いて米語話者および日本語話者からミス

マッチフィールドと呼ばれる脳磁場成分を記録し，解析

した。日本語話者の場合には，「エレーぺ」を逸脱刺激，

「エレぺ」を標準刺激とした場合にも，これとは逆に「エ

レぺ」を逸脱刺激，「エレーぺ」を標準刺激とした場合

にも，MMF が認められた。その頂点潜時は「エレぺ」

と「エレーぺ」の母音部の差の onset から約 150ms（刺

激の提示時点からは 250ms）で，右大脳半球では逸脱刺

激「エレーぺ」に対する MMF が「エレぺ」に対する

MMF よりも有意に減少していた。一方，米国語話者の

MMF は逸脱刺激「エレーぺ」に対する MMF は 250ms

であったが，逸脱刺激「エレぺ」に対して MMF は出現

しなかった。米国語では母音部の発音が，強勢の有無に

よって音素および長さも変わるが，日本語ではそのよう
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なことがないため，上記のように話者によって異なる結

果が得られたと推察した。（ 2002 年 4 月，Cognitive 

Neuroscience Society,"Cortical magnetic responses elicited 

by the vowel length contrast in Japanese language: a 

comparison between Japanese and English speakers"）

 

 

3．誘発脳磁場のウェーブレット変換による時間周波数成分可視化に関する基礎研究 
 

川田昌武（徳島大学） 

 

平成 13 年度までに，ウェーブレット変換(Wavelet 

Transform)を用いたヒト脳波（運動関連脳電位等）の時

間周波数成分可視化に関する研究を独自に進め，本手法

が脳波の発現機序を解明するために有効な手法となる

可能性を示した。 

平成 14 年度より，生理学研究所・生体磁気計測装置

共同利用研究として本研究課題を開始した。本研究課題

では聴覚，視覚，体性感覚，運動等により誘発される脳

磁場に対してウェーブレット変換を用いた時間周波数

成分可視化を行い，その発現機序について新たな知見を

得ることを目的としている。 

平成 14 年度は，本研究課題が初年度であり，また，

全頭型生体磁気計測装置(Hole HEAD MEG：306 チャネ

ルホールヘッドタイプ)が生理学研究所に新規に導入さ

れたことから，脳磁図の原理，本装置の仕様の把握，使

用方法の修得，及び本装置を使用した関連研究の調査を

中心に研究を進めた。本研究課題を平成 15 年度も継続

し，実際の脳磁図データを用いての解析を行う予定とし

ている。なお，解析においては他の信号処理手法との比

較も考慮する予定である。

 

 

４．脳磁図を用いた Williams 症候群患者における認知機能 
 

中村みほ（愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所） 
 

Williams 症候群は，7 番染色体に欠失を持つ隣接遺伝

子症候群で，精神発達遅滞，心血管系の異常，特異な顔

貌を古典的症状とするが，認知能力のばらつきが大きい

ことで注目を集めている。視覚認知機能の中でもその能

力には分野間の差が大きく，視空間認知の障害がとくに

強いことが特徴とされている。我々はこれまで視空間認

知機能に対する視覚認知背側経路の関わりについて検

討を進めてきたが，今年度は臨床的には比較的障害が軽

いとされてきた顔の認知に着目して，脳磁計による神経

生理学的な検討を試みた。 

対象は臨床的に顔の認知に問題を認めない 13 才男性

の Williams 症候群患児である。被検者にとって面識のな

い複数の人物の顔の正立画像，倒立画像をランダムに被

検者の左半視野に呈示し，その脳磁場反応を計測したう

えで，同様の検査法によって計測された健常成人の反応

(渡邊ら 2003 )と比較検討した。その結果，正立顔刺激に

おいては推定双極子部位，反応潜時に健常成人との大き

な違いを認めなかった。反面，倒立顔刺激に対しては，

その反応潜時が健常成人とは異なる結果となった。すな

わち健常成人では倒立顔に対する反応潜時が正立顔に

対するそれよりも延長する傾向があったのに対し（倒立

効果），Williams 症候群患児においてはその傾向を認め

ず，倒立顔にたいする反応潜時は正立顔のそれよりもむ

しろ短縮していた。この所見は Williams 症候群の認知の

特異性を反映している可能性があると考えられ，今後さ

らに検討を進める予定である。 
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1．シナプス形成とリモデリング− 機能発現の分子基盤 

2002 年 12 月 5 日− 12 月 6 日 

代表・世話人：岡部繁男（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科） 

所内対応者：小幡邦彦 

 

（１）軸索成長の細胞生物学：神経接着分子と細胞骨格の動的機能 

上口裕之（理化学研究所 脳総合研究センター 発生・分化研究グループ） 

（２）セマフォリン・プレキシンのリン酸化を介した細胞内情報伝達 

中村史雄（横浜市立大学 医学部 薬理学教室） 

（３）シナプス小胞のグルタミン酸含量とシナプス伝達 

石川太郎（東京大学大学院 医学系研究科 神経生理学教室） 

（４）中枢シナプスの神経伝達物質共放出 

鈴木紀光（神戸大学大学院 医学系研究科 脳科学講座） 

（５）神経シナプス active zone 形成の分子メカニズム 

大塚稔久（カン研究所） 

（６）体性感覚野マップ精緻化の分子機構：マウス逆遺伝学的解析 

岩里琢治（理化学研究所脳科学総合研究センタ− 行動遺伝学技術開発チーム） 

（７）匂い地図形成におけるセマフォリンの機能 

   谷口雅彦 

（東京大学大学院 医学系研究科 分子細胞生物学専攻 生化学分子生物学講座 細胞情報研究部門） 

 

【参加者名】 

岡部繁男，井上明宏，黒柳秀人，栗生俊彦，漆戸智恵，

壱岐純子，杉山佳子，久保義弘（東京医科歯科大学大学

院医歯学総合研究科），白尾智明，関野祐子，水井俊幸，

笹川快生（群馬大学医学部），竹居光太郎（東邦大学医学

部），上口裕之，岩里琢治，今村一之（理化学研究所脳科

学総合研究センター），中村史雄（横浜市立大学医学部），

真鍋俊也，神谷温之，鈴木紀光（神戸大学大学院医学系

研究科），石川太郎，谷口雅彦（東京大学大学院医学系研

究科），井ノ口馨（三菱化学生命科学総合研究所），渡部

文子，志牟田美佐，熊澤紀子，三輪秀樹，有馬史子，片

山憲和（東京大学医科学研究所），山田麻紀，中尾和人，

山田隆二，河合信宏（東京大学大学院薬学系研究科），能

瀬聡直（東京大学大学院理学系研究科），山本亘彦，小田

洋一，小橋常彦，中山寿子，丸山拓郎，（大阪大学大学

院生命科学研究科），上坂直史，大波壮一郎（大阪大学大

学院基礎工学研究科），狩野方伸（金沢大学大学院医学系

研究科），尾藤晴彦，玉巻伸章（京都大学大学院医学系研

究科），今泉美佳，藤原智徳（杏林大学医学部），斉藤祐

見子，川村勇樹，手塚満恵，李 月（埼玉医科大学），片

岡正和（信州大学工学部），大塚稔久，井上英二，高尾絵

津子，俵田真紀（カン研究所），海老原達彦，近藤哲朗（産

業技術総合研究所），古川智洋（オリンパスプロマーケテ

ィング），佐藤栄人（順天堂大学医学部），鳥海滋（基礎

生物学研究所），重本隆一，籾山明子，宮田真理子，大倉

正道，小幡邦彦，柳川右千夫，山肩葉子，兼子幸一（生

理学研究所）

 

【概要】 

脳神経系の機能は，神経回路網が構築され，神経細胞

間での情報伝達が成熟することで成立する。分裂停止後

の神経細胞が予定された領域へ移動し，軸索と樹状突起

の伸展・成熟過程を経てシナプスを形成する事で，機能

的な神経回路網が出来上がるが，いったん形成されたシ

ナプスも神経活動により絶えず修飾される事が知られて

いる。したがって，一連の分子機構を詳細に検討するた

めには，分子生物学，生化学，生理学，解剖学，細胞生
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物学，遺伝学，システム脳科学など異なる分野の人材の

協同によるmultidisciplinaryなアプローチとその統合が必

要となっている。本研究会では，「シナプス形成とリモ

デリング-機能発現の分子基盤」というテーマに焦点を絞

り，3 つのセッションを設けて研究発表および討論を行

った。第一セッション「シナプス前終末の前駆体：成長

円錐」においては成長円錐研究における 2 つの重要な側

面である，細胞骨格による成長円錐運動の分子機構と外

界からのシグナルによる運動制御について発表があった。

第二セッション「プレシナプス研究の新展開」において

は，古典的なシナプス伝達に関する疑問に対して新しい

電気生理学的研究手法を用いて解答を与えようとする意

欲的な研究が紹介された。第三セッション「感覚系神経

回路の形成と制御」においては，高次機能を分子レベル

での研究と結びつけて行く上で，感覚系の神経回路形成

の分子機構が突破口となるのではないかという認識のも

とに，そのような研究を活発に行っている研究者の 先

端の成果を聞く事ができた。研究会においては活発な討

議が行われ，シナプス形成と機能発現過程の研究におけ

る様々な問題点を洗い出し，将来的な異分野間での共同

研究の萌芽を見いだす機会を提供する事ができた。

 

 

（1）軸索成長の細胞生物学：神経接着分子と細胞骨格の動的機能 

 

上口裕之（理化学研究所 脳科学総合研究センター 発生・分化研究グループ） 

 

神経軸索の形成過程に重要な神経細胞体周囲の膜様部

および糸状突起，および軸索伸長過程に重要な成長円錐

に存在するアクチン線維は，周辺部から細胞体方向へ後

方移動し牽引力を発生する。神経接着分子の細胞外領域

は，細胞外基質上のリガンドと接着し，タイヤとしての

役割を果たす。同時に，接着分子細胞内領域がアクチン

後方移動と結合することにより，細胞外基質へと牽引力

が伝達され軸索成長が誘起される。接着分子細胞内領域

とアクチン後方移動の結合は，何らかの細胞内分子（ク

ラッチ分子）を介すると考えられている。本演題では，

免疫グロブリンスーパーファミリーに属する神経接着分

子 L1 に対して，アンキリン B がクラッチ分子として機

能することを報告する。軸索が効率的に成長するために

は，その先端縁が細胞外基質を強固にグリップし安定し

た足場を形成することが重要である。アクチン後方移動

と結合した接着分子は，軸索成長に伴って形質膜上を相

対的に後方へ移動してしまうため，接着分子の軸索先端

縁への輸送により，先端縁形質膜の接着性を高める必要

がある。接着分子の再利用には，形質膜上を前方輸送す

る経路と，細胞内小胞輸送を介する経路とが知られてい

る。本演題では，軸索成長円錐における神経接着分子 L1

の細胞内輸送機序を概説する。以上，神経接着分子と細

胞骨格の分子動態およびそれらの相互作用に関する 近

の知見を紹介し，軸索成長のメカニズムを考察する。 

 

 

（2）セマフォリン・プレキシンのリン酸化を介した細胞内情報伝達 

 

中村史雄（横浜市立大学 医学部 薬理学） 

 

神経回路形成時に成長円錐はガイド分子によって導か

れ標的器官に達する。セマフォリンは反発性のガイド分

子として同定され，脊椎動物では脊髄後根神経節の成長

円錐の退縮を引きおこす Sema3A とその受容体である

Neuropilin-1/Plexin-A 複合体系が も詳細に解析されて

いる。今回 Plexin-A 以降の細胞内情報伝達機構について

報告する。Cdk5 は Sema3A の退縮反応に関与し，Sema3A

の下流分子である CRMP2 は Cdk5 の基質となる。さらに

CRMP2 のリン酸化部位変異体は Sema3A による退縮反

応を阻害する。これらの事実は Sema3A の下流で CRMP

のリン酸化が重要である事を示唆する。ガイド分子の情

報伝達におけるチロシンリン酸化の関与を調べる為，

Plexin-A に直接結合してチロシンリン酸化が変動する分

子を検索し，100kDa の分子が Sema3A 刺激後，数分でチ
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ロシンリン酸化され，その後速やかに脱リン酸されるこ

とを見いだした。更にチロシンホスファターゼ（PTP）

も Sema3A の情報伝達に関わると推測し，LAR 型 PTP が

セマフォリンと関連するという仮説を立てた。現在まで

に LAR 型 PTP の 1 つである PTPδが Sema3A の退縮反

応を部分的に阻害すること，また PTPδに 100kDa の分

子が会合し，そのチロシンリン酸化量が Sema3A 刺激後

に減弱することを見いだした。これらのことから PTPδ

は Sema3A 情報伝達系に何らかの作用を及ぼすと考え解

析を進めている。

 

 

（3）シナプス小胞のグルタミン酸含量とシナプス伝達 

 

石川太郎 1，山下貴之 1，佐原資謹 1,2，高橋智幸 1 

（1東京大学大学院 医学系研究科 神経生理学，2国立精神神経センター 神経研究所 診断研究部門） 

 

シナプス後膜に存在する AMPA 受容体及び NMDA 受

容体が，単一シナプス小胞から放出されるグルタミン酸

によって飽和されるという仮説（飽和仮説）が正しいと

すると，シナプス小胞のグルタミン酸含量が増したとし

てもシナプス伝達効率は増大しない。この仮説をラット

脳幹スライスの巨大シナプス（the calyx of Held）におい

て検証した。シナプス前末端のパッチ電極に 1 mM の L-

グルタミン酸を加えたときに MNTB 細胞からホールセ

ル記録される AMPA-微小（m）EPSC の振幅は，シナプス

前末端に記録電極がないときの振幅と同程度であった。

これに対し，100 mM の L-グルタミン酸をシナプス前末

端の電極に負荷して記録される AMPA-mEPSC の振幅は

通常の約 1.5 倍であった。シナプス前末端と MNTB 細胞

から同時記録を行い，前末端内の L-グルタミン酸の濃度

を電極内潅流法によって 1 mM から 100 mM に増大させ

たところ，AMPA-EPSC と AMPA-mEPSC の振幅がいず

れも著明に増大した。また，0 mM Mg2+潅流液中で記録

されるNMDA-mEPSCとNMDA-EPSCの振幅も著明に増

大した。以上の結果から，calyx of Held シナプスの単一

シナプス小胞に含まれるグルタミン酸はシナプス後膜の

AMPA 受容体及び NMDA 受容体のいずれも飽和させず，

シナプス小胞のグルタミン酸含量によりシナプス伝達の

効率が調節され得ると結論される。 

 

 

（4）中枢シナプスの神経伝達物質共放出 

 

鈴木紀光（神戸大学大学院 医学系研究科 脳科学講座 細胞神経生理） 

 

中枢神経系では， 1 つの neuron は 1 つの fast 

neurotransmitter を有するという原則が知られていた。し

かしながら近年になりその理解の変更を求められてい

る。小脳ゴルジ細胞は，顆粒細胞とシナプス結合し，そ

の終末から抑制性神経伝達物質の GABA を放出する。一

方，ゴルジ細胞は細胞体およびシナプス終末に GABA の

みならず，別の抑制性神経伝達物質の glycine を含むこと

が形態学的に報告されている。今回，ゴルジ細胞のもう

ひとつの標的細胞と推測される unipolar brush cell (UBC) 

の抑制性入力に着目した。10-14 日齢のマウス小脳スラ

イスの UBC からホールセル記録を行い，抑制性シナプ

ス後電流 (IPSC) を記録した。刺激誘発性および自発性

IPSCにGABAA受容体媒介性の成分と同時にglycine受容

体媒介性の成分が存在することを確認した。ゴルジ細胞

と UBC の paired recording を行なって検討した結果，ゴ

ルジ細胞が UBC に対し抑制性シナプスを形成し，シナ

プス前終末から GABA と glycine を同時に放出している

ことを観察した。さらに微小シナプス後電流 (mIPSC) 

の解析の結果，ゴルジ細胞神経終末のシナプス小胞の一

部は GABA，glycine を同時に含有していることが示唆さ

れた。本研究会では Dale の法則が提唱されてからの簡

単な歴史について形態学あるいは電気生理学の報告を交

えながら説明し， 近までの様々な知見を包括的に紹介

する。 
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（5）神経シナプス active zone 形成の分子メカニズム 

 

大塚稔久（カン研究所） 

 

神経シナプスの cytomatrix at the active zone (CAZ)に

は，RIM1, Munc13-1, piccolo および bassoon などの細胞骨

格蛋白質が存在し，active zone の形成，構造維持および

機能発現に重要な役割を果たしている。 近，私共は，

ラット大脳より新規 CAZ 蛋白質 CAST を同定しその機

能解析を行った。CAST は 957 のアミノ酸からなり，複

数の coiled-coil 領域と C 末の PDZ ドメイン結合モチーフ

を有している。CAST は，その C 末で RIM1 に直接結合

し，かつ RIM1 を介して Munc13-1 と結合して 3 者複合

体を形成する。また，CAST および RIM1 の欠失変異体

の解析から，CAST が RIM1 の active zone における

anchoring 蛋白質であることが示唆された。さらに，

bassoon もこの 3 者複合体に直接もしくは間接的に結合

する事から，電子密度の高い CAZ は，このような蛋白質

-蛋白質相互作用のネットワークをその分子基盤として

いる事が示唆される。前半は，この CAST のデータを中

心に active zone 形成の分子メカニズムについて話題を

提供したい。また，後半では，シナプス小胞の clustering

制御因子として線虫で同定された蛋白質 SAD-1 のヒト

ホモログの機能解析について報告し，シナプス小胞の

active zone への targeting mechanism についても話題を提

供したい。さらに，古典的な生化学と質量分析法を用い

て同定した新規の PSD 蛋白質についてもいくつかのデ

ータを紹介する。 

 

 

（6）体性感覚野マップ精緻化の分子機構：マウス逆遺伝学的解析 

 

岩里琢治 

（科学技術振興事業団 さきがけ研究 21／ 

理化学研究所 脳科学総合研究センター行動遺伝学技術開発チーム） 

 

マウス大脳皮質体性感覚野には，末梢体性感覚器であ

るヒゲの分布に対応した，『バレル』と呼ばれる構造が

存在する。バレルは，視床-皮質軸索終末と第４層神経細

胞から構成され，活動依存的神経回路発達のモデルとし

て注目されてきた。私達は 近，Cre/loxP 組換えシステ

ムを利用し，大脳皮質の興奮性神経細胞に限定して

NMDA受容体を欠損するマウス (CxNR1KOマウス)を作

製した。このマウスの大脳皮質では，第 4 層神経細胞の

パターン化が起きず，また視床-皮質軸索のパターン形成

も異常になる (Iwasato et al., 2000, Nature 406, 726-731)。 

NMDA 受容体の活性化からバレル形成に至る分子機構

を更に理解するため詳細な形態学的解析を行なった。幼

弱マウスのヒゲ傷害時の視床-皮質軸索の可塑性を解析

した所，CxNR1KO マウスと野生型マウスとの間に有意

差はなく，この部位の可塑性は NMDA 受容体を介した

逆行性シグナルに依存しないと考えられた。更に第 4 層

神経細胞の樹状突起の形態をゴルジ染色によって解析し

た。正常マウスでは樹状突起は一つのバレルに限局し非

対称的な形態を示すが，CxNR1KO マウスでは方向性を

持たず放射状に伸展し，スパイン密度も有意に高かった。

これらの結果は，大脳皮質の NMDA 受容体の活性化が，

不適切な樹状突起の成長抑制を介して樹状突起の方向性

を決定し，それによってヒゲと第 4 層神経細胞の 1 対 1

対応が形成されることを強く示唆する。 
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（7）匂い地図形成におけるセマフォリンの機能 

 

谷口雅彦 

（東京大学大学院 医学系研究科 生化学分子生物学講座細胞情報） 

 

嗅上皮に存在する嗅細胞は多数の嗅覚受容体の内 1 種

類だけを発現しており，同種の嗅覚受容体を発現する嗅

細胞の嗅神経は，嗅球に存在する約 1800 個の糸球体の内

わずか 2～数個の糸球体に正確に投射・収束する。この

ように糸球体の空間配置は嗅球における「匂い地図」を

形成する。しかし，正確な匂い地図形成の分子メカニズ

ムはほとんど分かっていない。セマフォリンは神経軸索

ガイダンスにおいて重要な分子である。私は以前セマフ

ォリン 3A (Sema3A) のノックアウトマウス (-/-マウス)

を作成したが，Sema3A および そのレセプターであるニ

ューロピリン-1（NP-1）が嗅覚系に発現する，という理

由等から匂い地図形成における Sema3A の機能に注目し

て現在研究を進めている。抗 OCAM 抗体と抗 NP-1 抗体

を分子マーカーとして使用し，成体 Sema3A-/-マウスの

匂い地図形成を解析した。野生型マウスでは，NP-1 を発

現している嗅神経は特定の糸球体に投射し限局したパタ

ーンを形成する。しかし，Sema3A-/-マウスにおいては

NP-1 陽性の糸球体は嗅球全体に広がっていた。また抗

OCAM 抗体による匂い地図においても，-/-マウスにおい

て異常が認められた。さらに optical imaging 法を用いて

嗅球背側の神経活動を解析した結果，-/-マウスにおける

異常を明らかにした。以上のことより，Sema3A は嗅球

において正確な匂い地図を形成するために必須であるこ

とが示された。 
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2．抑制性ニューロンの役割 

2002 年 12 月 4 日− 12 月 5 日 

代表・世話人：小西史朗（三菱化学生命科学研究所） 

所内対応者：柳川右千夫 

 

（１）小脳皮質におけるシナプス間の相互作用 

小西史朗（三菱化学生命科学研究所） 

（２）トランスジェニックマウスによる小脳インターニューロンの機能解析 

渡辺 大（京都大学大学院 医学系研究科） 

（３）眼球運動の適応制御と小脳の長期抑圧 

永雄総一（自治医科大学） 

（４）眼球運動の 終指令信号の形成における抑制性ニューロンの役割 

岩本義輝（筑波大学基礎医学系） 

（５）聴覚伝導路における抑制性ニューロンの機能的意義 

古谷野好（京都大学大学院 医学系研究科） 

（６）抑制性伝達物質のスイッチング 

鍋倉淳一，溝口義人，柴田修明（九州大学大学院 医学研究院） 

（７）抑制性ニューロンと Cl-ホメオスタシスのクロストーク 

福田敦夫（浜松医科大学） 

（８）新規ホメオボックス遺伝子 Arx が語る脳の正常と異常 

北村邦夫（三菱化学生命科学研究所） 

（９）視床における GABAergic ニューロンの決定と移動 

橋本和枝，嶋村健児（熊本大学 発生医学研究センター） 

（10）上丘 GABA ニューロンの発生 

小幡邦彦，常川直子，柳川右千夫（生理学研究所） 

 

【参加者名】 

小西史朗，北村邦夫（三菱化学生命科学研究所），渡辺 大，

古谷野好，小野宗範（京都大学大学院医学系研究科），永

雄総一，首藤文洋，大木雅文（自治医科大学），岩本義輝，

加藤利佳子，小島奉子（筑波大学基礎医学系），鍋倉淳一，

溝口義人（九州大学大学院医学研究院），福田敦夫，上野

伸哉，岡部明仁，清水（岡部）千草，山本純緯（浜松医

科大学），山田順子（静岡大学大学院電子科学研究科），

橋本和枝（熊本大学発生医学研究センター），伊藤哲史（福

井医科大学），中尾和人（東京大学大学院薬学系），水井

俊幸（群馬大学医学部），井本敬二，小幡邦彦，柳川右千

夫，山肩葉子，兼子幸一（生理学研究所）

 

【概要】 

抑制性神経伝達では，（1）抑制性神経伝達物質を合成

し，シナプス小胞へ貯蔵・放出する抑制性ニューロン，

（2）抑制性神経伝達物質受容体を発現し，抑制性ニュー

ロンとシナプスを形成するニューロンが中心的役割を果

たしている。 

本研究会では，抑制性ニューロンと抑制性神経伝達に

ついての研究者およびこれらの研究に興味を抱いている

参加者が，形態学（発生を含む），生理学，薬理学，分子

生物学，発生工学等，分野の垣根を越えて一同に会して

徹底的に討論することを目的として昨年に続き企画され

た。12 月 4 日と 5 日の 2 日間にわたり，生理学研究所大

会議室にて開催された。研究会には生理学研究所外から
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発表者を含めて 22 人の研究者が参加し，所内からの研究

者も含めて活発な討論が行われた。 

発表については，『小脳の抑制性ニューロン』，『脳幹お

よび脊髄の抑制性ニューロン』，『抑制性ニューロンの発

生および分子基盤』のテーマ毎に，3 から 4 人の研究者

が発表を行い，討論した。一般に，抑制性ニューロンは

中枢神経系に散在し，興奮性ニューロンに比較すると少

数であることから，in vivo において正確に同定して機能

を解析することが困難であった。それでも小脳皮質は，

その層構造から抑制性ニューロンの同定が他の領域に比

較すると容易であることから，解析が進んでおり，本研

究会の主題となった。また，脳幹や脊髄では，抑制性ニ

ューロンを標識した遺伝子改変マウスを利用した解析結

果についての発表があった。また，眼球運動における抑

制性ニューロンの果たす役割についての発表・討論があ

り，特定の機能に焦点を絞った抑制性ニューロンの解析

は今後の研究の方向性を示唆した。抑制性ニューロンの

発生および分子基盤のテーマでは，発達期抑制性神経伝

達に関する GABA およびグリシンの役割，細胞内 Cl イ

オンの役割について，発表，討論があった。GABA ニュ

ーロンの発生や移動は大脳皮質で もよく解析されてい

るが，発生に寄与する分子の発表があった。また，視床

や中脳など大脳皮質以外の領域の GABA ニューロンの

発生についての発表があり，各領域で発生機構に違いが

あることが明らかにされた。 

後に，抑制性ニューロンと抑制性神経伝達について

の研究は近年増加しており，本研究会を継続することに

より，本研究の発展に寄与することを希望します。

 

 

（1）小脳皮質におけるシナプス間の相互作用 

 

小西史朗（三菱化学生命科学研究所 分子神経生物） 

 

シナプスにおける神経伝達は，大別して 2 つの様式で

行われていると考えられる。第一の様式は，前および後

シナプス要素の間の厳密なシナプス結合を介する典型的

な伝達であり，これは空間的および時間的に精確なシグ

ナル伝達を達成する。一方，前シナプス終末から放出さ

れた神経伝達物質は，シナプス間隙を超えて隣接するシ

ナプス部位へも作用をおよぼすことを示す生理および形

態的な証拠が蓄積してきた。このような第二の伝達様式

は，神経伝達物質のスピルオーバ仮説とも呼ばれ，シナ

プスの情報処理機構に空間・時間的ドメインの両面で著

しい多様性を与えるものと想定される。 

とくに，小脳皮質からの唯一の出力系であるプルキン

エ細胞へ入力する異なるシナプス経路の間で，顕著な相

互作用が起ることが証明されている。このような異シナ

プス性（heterosynaptic）相互作用は，少なくとも 5 種類

が同定されてきている。第一は，これまで良く研究され

てきた平行線維‐登上線維の間にみられる長期抑圧

（LTD）である。第二に，ここ数年の間に明らかにされて

きた内在性カンナビノイドで仲介される逆行性シグナル

伝達がある。これには，逆行性信号がプルキンエ細胞か

ら平行線維と GABA 作動性介在ニューロンへ伝達され

る 2 つの過程が知られている。これらのシナプス機構に

くわえて， 近さらに 3 種類の異シナプス性相互作用が

明らかになってきた。 

脳幹に由来するモノアミン神経終末から放出されたノ

ルアドレナリン（NA）とセロトニン（5-HT）は，アミンの

放出程度に依存して小脳皮質の GABA 作動性ニューロ

ンとプルキンエ細胞間の抑制性伝達を短期および長期間

にわたってシナプス前性に増強する。この増強効果は，

二つの分子機構で仲介されることが提唱された。NA は

β受容体を介して細胞内 cAMP レベルを上昇させ，この

cAMP が介在ニューロンの過分極活性化カチオンチャネ

ルに直接作用して脱分極を起こし，スパイク発射を上昇

する。その結果，介在ニューロンからの GABA 放出の頻

度が増加する。また cAMP は protein kinase A を活性化し

て，GABA 遊離機構も促進するらしい。 

さらに登上線維から放出される興奮性伝達物質（おそ

らくグルタミン酸）は，プルキンエ細胞の興奮と同時に，

プルキンエ細胞への GABA 伝達にシナプス前抑制を引

起す。このシナプス前抑制は，AMPA 型グルタミン酸受

容体で仲介されることが示された。この前シナプス性

AMPA 受容体を介する脱抑制の過程が詳しく調べられ，

通常のイオン透過型グルタミン酸受容体とは異なる性質

を示すことが明らかになってきた。 
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このほかに，小脳皮質で新しい様式のシナプス間相互

作用の存在が示された。小脳介在ニューロンから放出さ

れた GABA は，おそらくスピルオーバ伝達によって平行

線維‐プルキンエ細胞間のグルタミン酸シナプス周辺部

の GABAB 受容体に働き，代謝型グルタミン酸受容体

（mGluR）で仲介される興奮性シナプス反応を増強する。

この増強反応は，GABAB 受容体 -mGluR 間のクロストー

クによって引起されると考えられる。 

これらの例から明らかなように，homosynaptic な結合

を伴う古典的な興奮性および抑制性伝達の効率は，異シ

ナプス性入力の活動によって著明な修飾を受ける。この

ような異なるシナプス入力間のクロストークは，中枢シ

ナプスの情報処理およびシナプス可塑性において多様な

役割を果たしているものと想定される。 

 

 

（2）トランスジェニックマウスによる小脳インターニューロンの機能解析 

 

渡辺 大（京都大学大学院 医学研究科生体情報科学） 

 

中枢神経系の局所神経回路には興奮性シナプス伝達を

担うグルタミン酸作動性ニューロンとともに様々なイン

ターニューロンが存在している。ヒト・インターロイキ

ン 2 型受容体アルファサブユニットと GFP の融合タン

パク (IL-2R/GFP)を発現するトランスジェニックマウス

により，(1) immunotoxin による cell targeting，(2) GFP の

蛍光を利用して single cell レベルの解析を行う手法を組

み合わせて，小脳皮質インターニューロンであるゴルジ

細胞の解析を行った。 

小脳スライス上で GFP の蛍光を指標にゴルジ細胞を

正確に同定し，顆粒細胞の平行線維− ゴルジ細胞間のグ

ルタミン酸作動性シナプスの解析を行った。このシナプ

スでは，興奮性シナプス伝達物質であるグルタミン酸に

より，代謝型グルタミン酸受容体 2 型 (mGluR2) を介し

て抑制性シナプス伝達が生じることが明らかとなった。

 

 

（3）眼球運動の適応制御と小脳の長期抑圧 

 

永雄総一（自治医科大学 生理学） 

 

小脳プルキンエ細胞はそのユニークな形態的特徴のみ

ならず，長期抑圧（LTD）と呼ばれるシナプス伝達可塑性

を有しており，抑制性ニューロンの代表として広く研究

されている。LTD が脳による運動学習の源であるという

仮説が，小脳片葉による眼球反射の適応の実験モデルを

もとに提唱されている（片葉仮説: Ito, 1970）。片葉仮説

は，ニューロサイエンスの大きなトピックスの 1 つであ

り，米国の Llinas，Miles や Lisberger と Ito のグループの

間で，その評価に関して激しい論争が繰り返された。し

かしながら，演者のグループのみならず他のグループを

含めた多くの研究結果は，様々な動物種と異なった方法

を用いて得られたにもかかわらず，片葉仮説を支持する

ものであり，21 世紀を迎えて，長期抑圧と運動学習の因

果関係を強化する方向に向かっているようである。演者

はこの論争に，前庭動眼反射 (VOR)や視機性眼球反応

(OKR)と呼ばれる眼球反射の適応，滑動性追跡眼球運動

(Smooth Pursuit) やサッケード眼球運動などの随意眼球

運動の適応とその神経機構の研究などを通じて関与して

きたが，この論争の問題点と，今後の小脳の機能的研究

の展望について紹介する。
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（4）眼球運動の最終指令信号の形成における抑制性ニューロンの役割 

 

岩本義輝（筑波大学 基礎医学系生理） 

 

動物が対象を注視するために行う正確で速い視線移動

はサッケード (saccade)と呼ばれ，視覚情報の効果的な収

集に重要である。水平眼球運動は対をなす 2 つの外眼筋

の協調的活動により起こる。サッケードの際，主動筋運

動ニューロンは一過性の高頻度発射 (burst) を，拮抗筋運

動ニューロンは一過性の発射停止 (pause) を示し，この 

push-pull innervation により高速で円滑な眼球運動が実現

される。橋延髄網様体には同側へのサッケードに際して

バースト発射を示すニューロン (burst neuron, BN) が存

在する。興奮性，抑制性の 2 種類 (EBN, IBN)が知られて

おり，EBN は同側の，IBN は対側の外転神経核運動ニュ

ーロンに投射する。BN の発射特性とサッケードのパラ

メータの間には密接な関係がある。BN の瞬間発射頻度

の変化は眼球速度の時間経過と酷似し，バーストの持続

時間は運動の持続時間にほぼ等しい。BN への入力とし

ては，橋正中部の omnipause neuron (OPN) からの抑制入

力，対側上丘，対側網様体からの興奮入力が知られてい

るが，BN のバースト活動がどのような入力によって形

成されるかはよくわかっていない。われわれは単一 BN

レ ベ ル で の 抑 制 入 力 遮 断 の 効 果 を combined 

electrophoresis-recording により明らかにすることを試み

た。覚醒ネコ標本で glycine receptor antagonist である 

strychnine を IBN に電気泳動的に投与しその発射活動へ

の影響を調べた。眼球運動は磁気サーチコイル法により

記録し，IBN は眼球運動時の発射パタンと記録部位によ

り同定した。strychnine 投与の結果，注視期間に IBN の自

発発射が現れ，同側へのサッケードの際バーストに引き

続いて tail discharge が出現し，対側へのサッケード時の

活動が著明に増加した。これらの結果は，安定した注視

に抑制入力が必要であること，IBNをドライブする興奮

入力は運動終了後まで続く持続の長いものであること，

サッケードの終了を決めるのはこの興奮入力を打ち消す

抑制入力であること，対側サッケード時には OPN 以外

からの抑制入力が興奮入力を打ち消していることを示し

ている。本研究により，IBN への新しい抑制入力と興奮

入力の存在が明らかになり，それらが IBN 発射パタンの

形成に重要であることが示された。これらの入力の源に

ついて時間が許せばサルの小脳室頂核のデータも交えて

考察してみたい。

 

 

（5）聴覚伝導路における抑制性ニューロンの機能的意義 

 

古谷野好（京都大学大学院 医学系研究科 神経生物） 

 

聴覚伝導路での抑制性神経は極めて特徴的である。中

枢神経系全体を見たとき，GABA 作動性神経は，その細

胞体が存在する核内，あるいは皮質の限局した部位に投

射を限定する interneuron であることがほとんどである。

しかし，聴覚伝導路では主路の多くの投射線維が GABA

作動性である。抑制性の情報が，興奮性の情報と同様に

上位核にもたらされており，音情報の処理に大きな機能

的意義を持つと考えられる。 

下丘を含む比較的下位の聴覚伝導路では，音の属性（周

波数や振幅）を検出するほか，音に付随する様々な情報，

いわゆる“音の手掛かり（sound cue）”と呼ばれる特徴を

抽出している。例えば，音源の定位に関わる，両耳間時

差 (ITD)や音圧差 (ILD)の抽出などが例としてあげられ

る。ITD の検出は鳥類では層状核（NL）で行われる。我々

はニワトリNL での ITD 計算機構を調べる過程で，NL 細

胞の GABAA 受容体の活性化によって，ITD 検出の精度

が改善される得ることを見いだした。また，Fujita， 

Konishi は，NL より上位の神経核での ITD 計算機構，即

ち位相多義性等の曖昧な情報が排除される過程で，

GABA が大きな役割を演ずることを，既に報告している。

ヒトを含む哺乳類に於いても，聴覚伝導路での抑制性神

経は ITD や ILD 検出機構を含む sound cue の抽出に大き

な役割を担うと思われる。 

GABA 作動性神経による抑制回路システムの生理学的
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役割をより詳細にしかも体系的に論ずるためには，

GABA 作動性神経によって構成される神経回路を明らか

にし，その上で電気生理学的な知見を得る必要がある。

しかし，これまで用いてきた通常のスライス標本では

GABA 作動性神経の識別すら困難であった。これを打開

するために，我々は，Yanagawa 等の開発した GAD67-GFP 

mouse を導入し，スライス標本上で GABA 作動性神経あ

るいは線維を確認しながら，GABA 作動性神経から電気

生理学的な記録を行っている。本発表では，これまで我々

が行ってきたニワトリ聴覚路での GABA 作動性神経に

関する研究をまず紹介したい。次に，GAD67-GFP mouse

を用いて 近得られた，下丘の GABA 作動性神経の膜特

性に関する知見を報告する。

 

 

（6）抑制性伝達物質の発達スイッチング 

 

鍋倉淳一，溝口義人，柴田修明（九州大学大学院 医学研究院 細胞システム生理学） 

 

聴覚中継核である外側上オリーブ核における抑制性入

力の発達変化を検討した。生後 3-4 日目では主要抑制性

シナプス入力は GABA 作動性であるが，生後 14 日目に

はグリシン作動性に変化する。この変化は 1）GABA 作

動性シナプスの elimination+グリシン作動性シナプスの

入力 2）同一神経終末内における伝達物質の GABA か

らグリシンへのスイッチングなどが考えられる。発達各

期における bicuculline による抑制性微小シナプス電流の

大きさ，および decay time の変化を検討した結果，移行

期においては同一シナプス小胞からの GABA とグリシ

ンの co-release が特徴的であった。更に，gold particle を

利用した免疫電顕によって，グリシン神経終末内におけ

る GABA 含有量の割合が漸減することが示唆された。こ

れらの結果から，LSO に入力する主要な抑制性伝達物質

は GABA から，GABA とグリシンの co-release， 終的

にグリシンへと単一シナプス内においてスイッチする可

能性が示唆される。 

発達同期において，シナプス後 LSO 細胞の変化として，

1）抗 GABAB R1 サブユニット抗体による染色性が生後 2

週間で著減するとともに，baclofen 惹起 K+電流を示す細

胞の割合，およびその電流の大きさが激減した。2）細胞

内 Cl-くみ出し分子である K+-Cl- cotransporter の機能発達

に起因して細胞内 Cl-濃度が減少する。それに伴って Cl-

チャネル開口時の Cl-の流れが外向きから内向きになる

ため，GABA やグリシンに対する応答が興奮性から抑制

性に変化することが判明した。つまり，幼若期において

は GABA の終末からの放出によって，シナプス後細胞に

GABAA受容体を介したdecay timeの長い脱分極が生じる

とともに，GABAB受容体を介した LTD (Sanes 2001)など

の細胞応答が生じる。発達期におけるシナプスの可塑性

に関係しているのかも知れない。成熟後はグリシンによ

る decay time の短い過分極応答に変化することが判明し

た。これらの細胞内 Cl-濃度の発達減少，および伝達物質

のスイッチングは聴覚発生（生後 10 日頃）前の両側内耳

破壊によって抑制または遅延するため，聴覚依存性の活

動依存性変化であることが判明した。 

その他，成熟後の傷害後の細胞内 Cl-濃度上昇による

GABA の興奮性作用の再出現や，BDNF による抑制性伝

達物質応答に対する修飾の発達変化についても検討した

い。

 

 

（7）抑制性ニューロンと Cl-ホメオスタシスのクロストーク 

 

福田敦夫（浜松医科大学 医学部 生理学第一講座） 

 

成熟神経回路の も主要な抑制性神経伝達物質であ

る GABA が，神経細胞発生期にシナプスを介さない

paracrine 的な作用で脱分極と Ca2+流入を惹起して神経細

胞への分化や細胞移動を促したり，その後の神経回路形

成期には興奮性伝達物質としてシナプスの形成・強化に

関与する可能性が近年示唆されている。すなわち，GABA
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には発達段階に応じて 3 つの異なった役割があり，特に

発達初期におけるその役割は古典的概念の“抑制性伝達

物質”とは大きく異なっている。さらに，成熟脳におい

ても，GABA の抑制作用が減弱・消失したり或いは逆に

興奮性に作用したりすることも明らかになりつつある。

そのメカニズムとして我々は“能動的”Cl-ホメオスタシ

スを考えている。すなわち，細胞内 Cl-濃度は従来考えら

れていたほど“静的”なものでなく，種々の Cl-トランス

ポーターの相互作用によりダイナミックに変化し，その

結果 Cl-をチャージキャリアとする GABAA受容体やグリ

シン受容体を介する作用もダイナミックに変化するとい

う仮説である。本研究会では， 近の我々のデータをも

とに脳の発達や障害・再生の過程で如何に Cl-ホメオスタ

シスが能動的に変化し抑制性ニューロンの作用を変化さ

せるかについて分子・細胞・回路の各レベルで紹介する。 

発達過程のラット大脳新皮質を用い，脳室帯の神経前

駆細胞，皮質板細胞・錐体細胞，辺縁帯の Cajal-Retzius

細胞の[Cl-]i をグラミシジン穿孔スライスパッチクラン

プ法，Cl-イメージング法で計測し，Cl-トランスポーター

の KCC2（Cl-排出），NKCC1（Cl-取込）の発現を single-cell 

multiplex RT-PCR 法，in situ hybridization 法を用いて解析

した。神経前駆細胞は NKCC1 のみを発現し も [Cl-]i が

高く，皮質板細胞に分化すると KCC2 を発現するが，

NKCC1 が依然優位で [Cl-]i 高値を維持し，さらに分化が

進み錐体細胞に成熟すると KCC2 が優位となって [Cl-]i

が低下した。すなわち神経前駆細胞はニューロン特異的

な KCC2 を欠き非常に高い [Cl-]i 値を示すが，分化・移動

による皮質層構造の形成過程で NKCC1/KCC2 発現バラ

ンスが変化して [Cl-]i を低下させ，GABA 応答を脱分極か

ら過分極に逆転させると考えられた。一方 Cajal-Retzius

細胞では分化後１週間以上経過しても KCC2 の発現が極

めて弱く，NKCC1 による Cl-取込みが優位のため [Cl-]i

が高値のままであることが明らかになった。すなわち

Cajal-Retzius 細胞は皮質板細胞とは異なる Cl-ホメオスタ

シスの発達を示し，移動・定着後も [Cl-]i 高値が持続し，

内在性グリシン受容体アゴニストのタウリンが脱分極を

惹起することが示唆された。 

大脳皮質形成異常は神経細胞の分化・移動の異常によ

って生じると考えられており，そのモデルとされる focal 

freeze-lesion を新生仔ラットに作成し，異常皮質形成過程

の [Cl-] i 調節と GABA/グリシン作用，細胞移動に着目

した。focal freeze-lesion 部位で NKCC1 増加をみとめ，

lesion 部位上部に周囲の皮質板からの細胞移動が認めら

れた。これらの皮質板細胞では，正常部位では見られな

い GABA/グリシンによる Ca2+流入が認められ，幼若型

グリシン受容体の発現が上昇し電気生理学的膜特性でも

未熟な特徴を持っていた。すなわち，[Cl-] i 高値とその

結果の GABA/グリシン作動性興奮による Ca2+流入等の

幼若細胞の特性を維持または獲得して損傷部位に移動し

た可能性がある。また，運動神経細胞の軸索を切断する

と KCC2 発現が消失して [Cl-] i が倍増し，GABA 作用が

抑制から興奮に逆転した。その結果，自発性・同期性の

Ca2+オシレーションが誘発された。これらは，層構造・

シナプスの再構築や神経再生にむけた“能動的”Cl-ホメ

オスタシスによる抑制性ニューロン作用の脱分化と考え

られる。

 

 

（8）新規ホメオボックス遺伝子 Arx が語る脳の正常と異常 

 

北村邦夫（三菱化学 生命科学研究所） 

 

新規の転写制御因子の解析を通して，大脳皮質に代表

される前脳形成の新たな局面を見出し，さらにそれと関

係する脳疾患の発症機構を考えたいということが，本研

究の大きな狙いでありまた願いでもある。 

私たちは，X 染色体上にあり，胚期においては前脳・

床板および精巣に発現する aristaless related homeobox 

gene (Arx)を見出した。そこで，Arx の機能を明らかにす

るために，遺伝子ノックアウトを試み成功した。Arx は

前脳の中でも大脳基底部に強く発現することから，

GABA 作動性抑制性ニューロンの移動と分化の観点か

ら検討した。(a) Arx を破壊したとき，MGE でのみ発現す

る Nkx2.1 の発現が LGE でも認められた。(b) LGE から

dorsal telencephalon の内側に移動するニューロンのみが

認められた。すなわち，MGE から dorsal telencephalon の

外側に移動するニューロンは認められなかった。(c) 

dorsal telencephalon の内側に移動してきたニューロンは，
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そのままストレートに大脳皮質層に進入するのではなく，

一旦 subplate 付近で滞留した後，大脳皮質層に進入し配

位した。これらの観察から，二つの異なったルートを移

動する抑制性ニューロンが MGE にあり，それらは Arx

の異なった支配を受けているのではないかと考えられる。

また，大脳皮質への抑制性ニューロンの配位をめぐって，

狭義の tangential migration のあと，pia-directed migration

をとるか， ventricule-directed migration をとるかは，GE

から dorsal telencepahlon に向かってどのルートをとるか

に関わっていると考えられる。さらに，Arx は pia-directed 

migration そのものに関わっていると考えられる。 

今回のノックアウトマウスは，前述した抑制性ニュー

ロンの減少とともに，将来の興奮性ニューロンの減少も

伴った。私たちおよび海外の研究者は，Arx がある種の

滑脳症・精神遅滞およびてんかんの原因遺伝子であるこ

とを明らかにした。このノックアウトマウスの解析が，

こうした疾患の発症機構を考える上での一つの切っ掛け

になるのではないかと考える。

 

 

（9）視床における GABAergic ニューロンの決定と移動 

 

橋本和枝，嶋村健児（熊本大学 医学部 発生医学研究センター 胚形成部門 形態形成分野） 

 

視床の神経核は大きく 2 種類に分けられる。ひとつは

主に Glutamatergic ニューロンから構成される神経核で，

視床の大半の神経核を占め，大脳皮質の特定の領野に投

射する。もうひとつは GABAergic ニューロンから成る神

経核で視床外側に位置し，主に網膜からの情報を受けて

視床下部や上丘に投射する。視床が機能を発揮するため

にはこのような特定の個性を持つ神経核が正確に配置さ

れることが重要である。  

では，どのようにして神経核細胞の個性は規定され，

特定の位置に配置されるのだろうか？我々は解析の手が

かりを得るために神経核が組織学的に同定できる時期に

視床神経核に発現する分子のスクリーニングを行った。

その結果，転写因子Gbx2がGlutamatergic神経核に，Sox14

が GABAergic 神経核に特異的に発現することがわかっ

た。間脳の予定視床領域でこれらの分子の発現を観察し

たところ，部位特異的に発現していたことから発生の早

い時期からその形質が規定されている可能性が示唆され

た。そこでこれらの分子マーカーを指標として各神経核

細胞の形質決定機構の研究を進めた。その結果，視床原

基の腹側組織から分泌される細胞外シグナル分子 Shh を

多く受け取ると Sox14 が，それより少なく受け取ると

Gbx2 が誘導されることがわかった。  

次にこのように形質が決定された各神経核細胞が特定

位置に配置される仕組みを検討するために，組織構築過

程における各神経核細胞の振る舞いを追跡した。その結

果，Sox14 発現細胞は特定方向に移動するが，Gbx2 発現

細胞は単純拡散様式の拡がり方であったことから，各神

経核細胞が持つ形質の違いによって，異なる様式で移動

することによって特定の位置に配置されることが示唆さ

れた。 

以上の結果から，視床の GABAergic ニューロンは腹側

からの Shh シグナルによって規定を受け，特定方向に移

動することで特定領域に配置されることがわかるが，こ

の発生システムは他の脳領域の GABAergic ニューロン

の発生でもとられており，GABAergic ニューロンの発生

に共通するシステムである可能性が考えられる。本発表

ではこのような発生の共通性から考えられる GABAergic

ニューロンの脳における共通の役割についても考察した

い。
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（10）上丘 GABA ニューロンの発生 

 

小幡邦彦，常川直子，柳川右千夫（生理学研究所 神経化学研究部門） 

 

近年，新皮質や脊髄でグルタミン酸ニューロンと

GABA ニューロンの形成部位が異なることがわかってき

た。すなわち新皮質のニューロンは側脳室壁の ventricular 

zone で生まれたニューロンが radial glia に沿ってそのま

ま表面に向かって移動 (radial migration)したものとみな

されてきたが，GABA ニューロンはこれと異なり，側脳

室の腹側壁の ganglionic eminens (GE)で生まれて新皮質

に入り，さらに新皮質の表面にそって移動して (tangential 

migration)，全面に分布することがわかった（ただしヒト

では radial migration するものが多いと 近報告された）。 

中脳の上丘は大脳皮質と似て層構造をしており，

GABA 含量が多い部位である。中脳の GABA ニューロン

の発生も新皮質と同様な様式をとるのかどうかを，われ

われが作成した GAD67-GFP ノックインマウスを用いて

しらべた。このマウスでは GAD67 遺伝子のエクソン１

に GFP 遺伝子が挿入されており，発現した GFP の自発

蛍光または免疫組織化学により GABA ニューロンを同

定できる。用いたのはヘテロ・マウスであり，GABA 含

量の低下も軽度で，GABA 性神経機能の障害はないと考

えている。 

マウス上丘でGFPは11.5日目胎児 (E11.5)に出現した。

この時期では外側から正中部または反対側に向かう線維

束が表層に存在する。E 13.5-15.5 では出現してきた多数

の GFP ニューロンの間に散在していき，見出すことが困

難になる。この GFP`線維が一時的なもので，変性するの

か非 GABA 性に変わるのか，またその線維の発生期での

役割を今後明らかにしたい。 

GFP ニューロンの誕生は E12.5 から増加して，E15.5

でほぼ終わる。形状は脳室（中脳水道）から外表に向かっ

た紡錘形であり，突起を両端からまっすぐ伸ばしている。

新皮質の GFP ニューロンは tangential に紡錘形のものが

多いが，上丘では明瞭にこの形をとるものはなかった。

未成熟細胞の中間径フィラメントであるビメンチンと未

分化ニューロンのマーカーであるネスチンの免疫組織化

学を行ったところ，両者とも脳室側から外表に向かう繊

維状の染色パターンを示した。その方向は GFP ニューロ

ンの配列と一致した。ビメンチンは radial glia のマーカー

とされており，ネスチンが発現している細胞の多くはグ

ルタミン酸性と考えられ，上丘では大脳皮質と異なり，

GABA ニューロンもグルタミン酸と同様，radial migration

によって発生することが示唆される。スライス標本で

GFP ニューロンをタイムラプス・ビデオ観察すると，新

皮質では速い tangential migration をするものが多いが，

上丘の予備的な所見では，GFP ニューロンの移動はほと

んどが radial 方向に起こり，速度は遅かった。
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3．細胞内シグナルの時・空間的制御 

2002 年 10 月 10 日－10 月 11 日 

代表・世話人：黒崎知博（関西医科大学 付属肝臓研究所 分子遺伝学部門） 

世話人：河西春郎 

 

（１）中枢神経細胞の IP3-Ca2+シグナル機構 

飯野正光（東京大学大学院 医学系研究科 細胞分子薬理学教室） 

（２）機械刺激-細胞変形による細胞内/細胞間 Ca2+シグナルの伝播 

河原克雅，安岡有紀子，鈴木喜郎（北里大学 医学部 生理） 

（３）心筋細胞のストア依存性 Ca2+流入 

竹島 浩（東北大学大学院 医学系研究科 医化学分野） 

（４）細胞質-核間輸送の１分子イメージングと定量解析 

徳永万喜洋（国立遺伝学研究所 理研免疫センター アレルギー科学総合研究センター） 

（５）核内レセプターHNF4αの空間的制御 

淡路健雄 1，尾形真紀子 2，宮崎俊一 1（1東京女子医科大学 第二生理学，2同 糖尿病センター） 

（６）細胞内情報伝達の時空間的制御 

宮脇敦史（理化学研究所 脳科学総合研究センター 細胞機能探索技術開発） 

（７）カルシウム流入シグナルによる PKC の活性化機構 

上秀夫 1，小島 至 2 

（1浜松医科大学 第二生理，2群馬大学 生体調節研究所 調節機構部門細胞調節分野） 

（８）ターゲティングからわかる PKC 機能の更なる多様性 

斎藤尚亮，酒井規雄，白井康仁（神戸大学 バイオシグナル研究センター 分子薬理） 

（９）アダプター分子による B 細胞活性化機構 

黒崎知博（関西医科大学 付属肝臓研究所 分子遺伝学部門） 

（10）Rap1 による細胞接着及び細胞極性の制御 

木梨達雄（京都大学 医学部 分子免疫学レルギー学教室） 

（11）外分泌腺の開口放出とアクチン動態 

根本知己 1.2，児島辰哉 1，大嶋章裕 1，河西春郎 1 

（1生理学研究所 生体膜研究部門，2科学技術振興事業団 さきがけ） 

（12）シナプス伝達物質放出促進細胞内メカニズム 

高橋智幸（東京大学大学院 医学系研究科 機能生物学専攻 神経生理学） 

（13）内因性カンナビノイドを介する海馬シナプス伝達の逆行性調節 

狩野方伸，小作隆子，前島隆司（金沢大学大学院 医学系研究科 シナプス発達 機能学研究分野） 

（14）PGS 蛋白による G 蛋白サイクル制御とカリウムチャンネル活性 

石井 優，倉智嘉久（大阪大学大学院 医学系研究科 情報薬理学） 

（15）H+チャンネルによる破骨細胞  H+シグナリングの解析 

久野みゆき，森 啓之，森畑宏一，酒井 啓，川脇順子 

（大阪市立大学大学院 医学研究科 分子細胞生理学） 

（16）TRP 関連チャネル群によるカルシウムシグナルの協調的制御 

森 泰生，西田基宏，山田和徳 

（統合バイオサイエンスセンター 生命環境研究領域） 
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【参加者名】 

飯野正光，山澤徳志子，山田亜紀，冨田太一郎，金丸和

典，高橋智幸（東京大学大学院医学系研究科），狩野方伸

（金沢大学大学院医学系研究科），河西春郎，根本知己，

高橋倫子，岸本拓哉，松崎政紀，劉 Ting-Ting，早川泰之，

小島辰哉，大嶋章裕，安松信明，野口潤，木瀬 環，高

橋直樹，岩崎広英，宮田麻理子，大倉正道（生理学研究

所），河原克雅，安岡有紀子（北里大学医学部），久野み

ゆき，森啓之，川脇順子（大阪市立大学大学院医学研究

科），倉智嘉久，石井優（大阪大学大学院医学系研究科），

黒崎知博（関西医科大学肝臓研究所），小島 至（群馬大

学生体調節研究所）， 上秀夫，鈴木優子（浜松医科大学），

竹島浩（東北大学大学院医学系研究科），宮崎俊一，淡路

健雄，尾田正二（東京女子医科大学医学部），宮脇敦史，

永井健治，水野秀昭，筒井秀和，唐澤 智司，宮内崇行，

片山博幸，（理化学研究所脳科学総合センター），森泰生，

西田基宏，村田善理，渡里洋史，白幡 恵美，岡村康司

（統合バイオサイエンスセンター），吉田繁（近畿大学理

工学部），斎藤尚亮（神戸大学バイオシグナル研究センタ

ー），小川慎志（ファイザー製薬株式会社）

 

【概要】 

細胞は外界からのシグナルを細胞膜に存在する膜蛋

白で受容し，細胞内部にシグナルを正確に変換・伝達し，

さらには的確に処理して応答する機構を備えている。本

研究会では細胞膜を介するシグナル伝達，即ち，外界刺

激が如何なる機構により細胞内シグナルの時・空間制御

を担っているかの機構を明らかにすることを目的とし

た。この研究会の特徴は，たとえば，免疫系・神経系と

異なったシステムを用いて研究を行っている研究者同志

の学際的な知識・技術交換を通じて，更なる研究の進展

を目指している点にあった。研究会の主だった内容は，1）

細胞内シグナルの分子機序，2）感度のよい時・空間解像

能力を有する測定法の開発，3）イオンチャネルの機能制

御機構であったが，それぞれについて 新の報告がなさ

れ，活発な討議が行われた。

 

 

（1）中枢神経細胞の IP3- Ca2+シグナル機構 

 

飯野正光（東京大学大学院 医学系研究科 細胞分子薬理学教室） 

 

プルキンエ細胞は，小脳皮質からの唯一の出力細胞と

して平衡・運動制御などに関与している。一方，プルキ

ンエ細胞には，IP3受容体（特に 1 型）が高密度に発現し

ており，シナプス可塑性などの神経細胞機能との関連が

注目されている。IP3受容体を介したカルシウムシグナル

機構が中枢神経系でどのような役割を果たすかを理解す

るため，我々はプルキンエ細胞を対象として IP3- Ca2+シ

グナル系の機能解析を行っている。 

IP3は，平行線維・プルキンエ細胞シナプス後膜に存在

する代謝型グルタミン酸受容体の活性化に伴って産生さ

れると考えられていた。我々は，IP3 インジケーター

（GFP-PHD）をシンドビスウイルスベクターを用いてプ

ルキンエ細胞に発現させ，細胞内 IP3 動態を解析した。

その結果，代謝型グルタミン酸受容体を介する系とは別

の新しい IP3 シグナル系を明らかにした。すなわち，登

上線維入力に伴う AMPA 受容体の活性化に引き続く脱

分極とカルシウム流入に伴っても IP3 が産生されること

が新たに明らかになった。 

さらに，IP3受容体の機能解析も進めた。培養プルキン

エ細胞に対して，カルシウムストア内腔カルシウム濃度

測定法を適用し，IP3受容体の性質を解析したところ，IP3

感受性が末梢の組織などにおける IP3 受容体 1 型のもの

と比べて約 20 倍低いことが明らかになった。これは，IP3

シグナルを特定のシナプスに限局させるのに都合よい性

質ではないかと考えられる。また，中枢神経系に大量に

発現するカルモジュリンと IP3 受容体機能の関係を解析

したが，明確な関係は見いだせなかった。自然発生

opisthotonus 突然変異マウスでは，IP3 受容体のエクソン

のうち 2 つが欠失しており，運動失調やてんかん様発作

の症状が観測される。このような変異が IP3 受容体機能
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にどのような影響を与えるかについても解析を進めた。 

このような実験結果を積み重ねて，プルキンエ細胞に

おける IP3-Ca2+シグナル系の生理的意義の包括的理解に

近づきたいと考えている。

 

 

（2）機械刺激-細胞変形による細胞内/細胞間 Ca2+シグナルの伝播 

 

河原克雅，安岡有紀子，鈴木喜郎（北里大学 医学部 生理） 

 

ヒト気道上皮細胞 (16HBE) において機械刺激により

誘発される細胞内/細胞間 Ca2+濃度の時間的-空間的変化

を fluo-3 画像の解析によりもとめた。微小ガラス管で細

胞表面を軽く圧すると，細胞内 Ca2+濃度の増加シグナル

が細胞間およびコロニーを越えて伝播した（昨年発表）。

しかし，細胞膜の変形を 1-7 μm の範囲で段階的に増加

すると，細胞膜変形が小さい場合，刺激された細胞のみ

が小さな（一過性の）Ca2+濃度の上昇を示し周囲に伝搬

しなかった。これに対し，細胞膜の変形がある閾値を超

えると，細胞内 Ca2+濃度は大きな上昇を示し周囲に伝搬

した。段階的刺激を受けた細胞の Ca2+濃度上昇は，

suramin の存在には影響されなかったが，0 Ca2+ (+EGTA)

により完全に消失した。つぎに，細胞外への ATP 放出経

路を調べるために，2/3 hypotonic cell-swelling に誘発され

る ATP 放出量をルシフェリン-ルシフェラーゼ法で測っ

た。高浸透圧による細胞変形や低 Cl-溶液（等張液）に

よる駆動力の増大では，ATPの放出量は増加しなかった。

低張液誘発 ATP 放出は，BAPTA-AM と Gd3+で阻害され

forskolin で亢進した。これらの結果は，16HBE 細胞は閾

値以上の機械刺激による膜張力の増加に応じてATPを放

出し，周囲の細胞に Ca2+シグナル情報を伝えることを示

した。さらに，細胞膜変形による Ca2+シグナルの伝播に

は細胞内への初期 Ca2+流入が必要な事，細胞膜のATP 放

出路は，cAMP と Ca2+による調節を受けていることを示

した。 

 

 

（3）心筋細胞のストア依存性 Ca2+流入 

 

竹島 浩（東北大学大学院 医学系研究科 医化学分野） 

 

心臓のリズミックな収縮は心筋細胞の Ca2+調律により

制御される。心筋細胞の主要な Ca2+輸送体としては，細

胞表層膜の電位依存性Ca2+チャネルとNa+- Ca2+交換体や

Ca2+ポンプ，筋小胞体の Ca2+放出チャネル（リアノジン

受容体）と Ca2+ポンプが知られている。我々のグループ

では細胞内 Ca2+ストアの構造や機能に注目しており，心

筋細胞の小胞体上のリアノジン受容体と細胞表層膜-小

胞体膜の架橋蛋白質としてのジャンクトフィリンの機能

を主に変異マウスを作成することにより解析している。

一方，細胞内ストアの貯蔵 Ca2+依存的に活性化する Ca2+

流入機構 (SOC 流入)の存在が非興奮性細胞を中心に多

くの細胞系で近年報告されているが，SOC チャネルの分

子実体は不明であり，横紋筋細胞での SOC 流入の解析は

ない。さらに，SOC 流入機構では Ca2+放出チャネルの直

接結合が SOC チャネルを活性化するというカップリン

グモデルが 近有力であるが，確定されるには今後の検

討が必要である。 

近我々は，胎児期の心筋細胞における SOC 流入を確

認するとともに，その簡単な薬理学的性質，分化レベル

での活性調節，ノックアウトマウスを用いたカップリン

グモデルの検証などを遂行した。 
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（4）細胞質-核間輸送の 1 分子イメージングと定量解析 

 

徳永万喜洋（国立遺伝学研究所 理研免疫センター アレルギー科学総合研究センター） 

 

「どの分子が，いつ，どこで，どんな分子と，どの様に

相互作用して，機能しているのか」を明らかにするため

に，生体分子１分子を直接観て・計測する技術を開発し

ながら取り組んでいる。対物レンズを使った全反射照明

法は，カバーガラス表面近傍の 1 分子イメージングに

適である。しかし，この方法では細胞内部の観察を行う

ことができない。そこで，細胞内部を薄い層状の光（厚

さ数μm）で照明する薄層斜光照明法を開発した。背景

光を下げることができるので，高感度に蛍光試料観察を

することが可能となり，細胞内部でも明瞭な蛍光 1 分子

イメージングを行うことができた。ガラス表面上の GFP

像と比べても，ほぼ遜色のない 1 分子像が得られている。 

薄層斜光照明法を用いて，細胞質-核間で輸送される分

子を GFP で蛍光標識し細胞内で観察したところ，分子 1

個の蛍光像が核膜上で観察された。蛍光像が光っている

時間から，核膜孔上での通過時間が，約 3 秒であること

がわかった。 

蛍光ラベルした分子濃度を増やすと，核膜孔の点像か

らなる蛍光像が得られた。1 分子と核膜孔 1 個との蛍光

強度の比から，1 つの核膜孔に結合している分子数を定

量した。濃度を変えて定量的画像解析を行うことにより，

核膜孔との結合分子数・結合定数といった，分子機構上

重要な量を定量的に求めることができた。その結果，核

膜孔には弱い結合部位と強い結合部位があることが見つ

かった。弱い結合部位は 大約 100 個の分子を結合させ

て分子を集める役割を果たし，約 8 個の分子を結合でき

る強い部位もしくはその近傍で，G タンパク質との反応が

おこって核内に荷物を降ろすのであろうと考えている。 

このように，1 分子イメージング法は，従来求められ

なかった細胞内での諸量を定量的に求め，分子機構を解

明する新しい手法として有用である。 

 

 

 

（5）核内レセプターHNF4αの空間的制御 

 

淡路健雄 1，尾形真紀子 2，宮崎俊一 1 

（1東京女子医科大学 第二生理学，2同 糖尿病センター） 

 

Maturity onset diabetes of the young 1 (MODY1)は転写

因子 HNF4α遺伝子の DNA binding domain および Ligand 

binding domain 上のヘテロ変異により発症することが報

告されている。転写因子異常による糖尿病発症の分子機

構解明のため，変異 HNF4αの細胞内局在変化を各種培

養細胞で検討した。 

Wild type HNF4αおよび患者において既報の変異

HNF4α蛋白（Q268X ，R127W）の細胞内局在を確認する

ため，N 末端に Epitope-Tag(FLAG)を，C 末端に Enhanced 

Cyan Fluorescent Protein (ECFP) または Enhanced Yellow 

Fluorescent Protein (EYFP)を融合することにより，標識蛋

白遺伝子を作製した。MIN6，COS-7，CHO の各種培養細

胞に導入したところ，すべての細胞で Q268X 変異は wild 

type の核内局在と異なり核小体に主として局在した。

Q268X が nonsense mutation であるため，HNF4α遺伝子

の C 末端を順次 deletion した遺伝子を作成し，HNF4α遺

伝子における発現蛋白の局在の変化の責任部位の検索を

行った結果，332から338 のアミノ酸配列が核小体への局

在に関与していることが示された。 

Q268X ヘテロ遺伝子変異における，細胞内局在への影

響をみるため，ECFP または EYFPを融合した遺伝子を導

入し，FRET により蛍光顕微鏡にて検討をおこなった。
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生細胞中で Q268X 変異は，wild type 蛋白とヘテロ二量体

を形成し， wild type 蛋白の細胞内局在を変化させること

を見いだした。ヘテロ二量体を形成して HNF4αの細胞

内局在を変えることが，糖尿病発症に関与している可能

性が考えられた。 

 

 

（6）細胞内情報伝達の時空間的制御 

 

宮脇敦史（理化学研究所 脳科学総合研究センター 細胞機能探索技術開発）

細胞が局所的な刺激を受けた際に，発生するシグナル

が時空間的にどんな振る舞いをみせるのか。通常の株化

細胞やガン化細胞における上皮成長因子のシグナリン

グ，神経細胞に対するグリア細胞の接着のシグナリング

などについて議論したい。

 

 

（7）カルシウム流入シグナルによる PKC の活性化機構 

 

上秀夫 1，小島 至 2 

（1浜松医科大学 第二生理，2群馬大学 生体調節研究所 調節機構部門細胞調節分野） 

 

興奮性細胞における電位依存性カルシウムチャネル介

したカルシウム流入による PKC の活性化メカニズムに

ついて，インスリン産生細胞をモデル細胞としてその基

質のリン酸化動態を含めて概説したい。

 

 

（8）ターゲティングからわかる PKC 機能の更なる多様性 

 

斎藤尚亮，酒井規雄，白井康仁（神戸大学 バイオシグナル研究センター 分子薬理） 

 

細胞内情報伝達機構研究は 1990 年代に飛躍的に進み，

多くの情報伝達因子による複雑な情報伝達系路が明らか

にされてきた。これらの研究の多くは分子生物学・生化

学を応用した行われきたが，近年の GFP を用いたライブ

イメージング技術の進歩により，情報伝達が，どの分子

によって，いつ，どこで，行われるかという時間的・空

間的な解析が可能となってきた。我々は，PKC を中心と

する情報伝達機構のライブイメージングを行い，細胞内

の情報伝達機構は，ダイナミックな細胞内を移動を伴い，

予想を越えた素早いものであることを明らかにしてきた。 

PKC の多彩な機能は 10 種以上のサブタイプが独自の

機能を持っているためだけではなく，それぞれのサブタ

イプが刺激に応じて異なる細胞内部位に移動し，違う細

胞応答を引き起こすという機能 (ターゲティング機能)を

持つことにより，PKC はさらに多彩な機能をもち得ると

考えられる。今回は，PKC の 1）サブタイプ特異的ター

ゲティング，2)刺激依存的ターゲティング，3)ターゲテ

ィング依存的細胞機能制御，4）刺激部位特異的ターゲテ

ィングについて，紹介する。 
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（9）アダプター分子による B 細胞活性化機構 

 

黒崎知博（関西医科大学 付属肝臓研究所 分子遺伝学部門） 

 

Vav は，Rho family GTPases  (Rac, Rho 等)を活性化する

酵素活性 (GEF 活性)のみならず，SH2, SH3 等，蛋白質相

互作用ドメインを有する分子である。 近の Vav1 -/- 

Vav2 -/-ノックアウトマウスの解析により，Vav は B 細胞

の分化・活性化に重要な役割を担っていることが示され

てきた。しかしながら，Vav がいかなる機構で活性化さ

れるのか（上流のレセプターとのカップリング）又，ど

のようなエフェクター群（下流）を活性化し，B 細胞の活

性を制御しているかは不明のままであった。 

私達は，種々のノックアウト DT40 細胞を詳細に解析

することにより，以下の結論を得ることができた。1）

Vav は B 細胞レセプター (BCR) 刺激後，細胞膜上の特殊

な分画，即ちコレステロールが豊富な raft 分画に移動す

ることがその機能発現に必須である。2）この移動には，

Grb2, BLNKという 2種類のアダプター分子が関与してい

る。3）Vav 欠損細胞と PI3K 欠損細胞の機能欠損が類似す

ることにより Vav→Rac→PI3K の経路が働いている。 

以上のことより，BCR→Grb2/BLNK→Vav→Rac→PI3K

というシグナル経路の存在を明らかにすることができ

た。 

 

 

（10）Rap1 による細胞接着及び細胞極性の制御 

 

木梨達雄（京都大学 医学部 分子免疫学アレルギー学教室） 

 

リンパ球は血管，リンパ組織を循環しながら，抗原提

示細胞上の外来抗原を認識したり異物排除を行う。これ

らの過程では接着分子を介したリンパ球の動態制御が重

要な役割を担っている。特に白血球特異的 β2 インテグリ

ン LFA-1 は ICAM-1 に結合して血管内皮細胞や抗原提示

細胞との接着を介在し，免疫応答に大きな影響を与える。

LFA-1 の ICAM-1 に対する接着性は低く，ケモカインや

抗原の刺激があると接着性が亢進する。インテグリンの

接着性を亢進させる細胞内シグナルを inside-out シグナ

ルという。この inside-out シグナルを明らかにすることは

免疫細胞の動態制御を理解する上で重要なテーマである。 

我々は LFA-1 の inside-out シグナル分子を探索する過

程で低分子量 G タンパク質 Rap1 が inside-out シグナル分

子としての機能を持っていることを見いだした。 

LFA-1/ICAM-1 による抗原提示細胞と T リンパ球との

接着が Rap1 によって制御され，T リンパ球の活性化に大

きな影響を与えている。また Rap1 はケモカインによる

接着と遊走にも大いに関与することが明らかになってき

た。Rap1 はリンパ球の接着とともに活発な細胞遊走を促

し，リンパ球の経血管内皮移動に大きな役割を果たして

いる。これらの題材を中心に Rap1 による細胞接着調節

を紹介したい。T リンパ球と抗原提示細胞との接着形成

（免疫シナプス）とケモカインによる細胞遊走は免疫系に

おける細胞極性の典型例であり，Rap1 によるインテグリ

ン接着性制御との関連について我々の 近の研究も紹介

したい。

 

 

（11）外分泌腺の開口放出とアクチン動態 

 

根本知己 1.2，児島辰哉 1，大嶋章裕 1，河西春郎 1 

（1生理学研究所 生体膜研究部門，2科学技術振興事業団 さきがけ） 

 

外分泌腺の様な上皮性分泌細胞は，腺腔膜に厚い F ア

クチン，α アクチニン，ミオシン，などからなる細胞膜

裏打ち構造を持ち，これに対して分泌小胞の開口放出が

起きるが，この裏打ち構造の機能は不明であった。我々
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は，膵臓外分泌腺においてカルシウム依存性開口放出の

際，開口放出後のオメガ構造が安定で（3 分），内部に逐

次的に開口放出が進行する様子を 2 光子励起顕微鏡で可

視化した（文献 1）。そこで今回，この開口放出過程に関

する F アクチンの作用を調べ，次のことを明らかにした。

1）F アクチン層は開口放出可能な小胞のプールを減らさ

ずに，開口放出速度を遅くする。2）F アクチンは開口放

出を起こした小胞を選択的に速やかにコートしオメガ構

造を安定化させる。たとえば，F アクチンを細胞膜透過

性の脱重合剤 LatrunculinA で除去すると，逐次開口放出

は阻害されないものの，オメガ構造が不安定なために

vacuole の形成が起きる。この vacuole 形成は急性膵炎の

初発過程と考えられている。即ち，腺腔膜の裏打ち構造

は動的に開口放出構造を安定化し保護していると考えら

れる。この機構にはミオシン及び rho GTPase が関係する

らしく，この点でストレスファイバーの形成に類似する。

カルシウム依存的に開口放出した小胞に選択的にコート

が起きたことは，開口放出した小胞膜に腺腔膜のアンカ

ー蛋白などが側方拡散していることを示唆するが，シグ

ナル路の詳細は現在調査中である。 

【文献】 

1. Nemoto, T., Kimura, R., Ito, K., Tachikawa, A., Miyashita, 

Y. Iino, M. & Kasai, H. (2001). Sequential replenishment 

mechanism of exocytosis in pancreatic acini.  Nature Cell 

Biology, 3, 253-258. 

 

 

 

（12）シナプス伝達物質放出促進細胞内メカニズム 

 

高橋智幸（東京大学大学院 医学系研究科 機能生物学専攻 神経生理学） 

 

ホルボールエステル PDBu は様々なシナプスにおいて

伝達物質の放出を促進するが，その細胞内機構は明らか

でない。PDBu はラット脳幹の巨大シナプス the calyx of 

Held においても EPSC の振幅と自発性微小 (m)EPSC の

頻度を増強するが mEPSC の振幅には作用しないので，

作用点はプレシナプスと同定される。また PDBu は calyx

シナプス前末端の電位依存性 Ca2+ 電流，K+ 電流のいず

れにも作用しないので，標的は Ca2+ 流入以降の開口放出

機構と推定される。PDBu 誘発性 EPSC 増強は PKC 阻害

ペプチドまたは Doc2αN 末端の Munc13-1 結合部位ペプ

チドの神経終末端内投与によって抑制されることから，

PKC と Doc2αN-Munc13-1 結合が共に関与することが示

唆される (Hori et al., 1999)。 

Calyx 神経終末端の PKC を同定するために除神経を行

ったところ，後シナプス領域におけるεPKC の顕著な減

少が認められた。また免疫組織化学染色で calyx 末端全

体にεPKC 抗体シグナルが観察された。PDBu を投与す

るとεPKC 抗体シグナルは calyx 末端内を開口放出側に

移動し，同時にεPKC 自己リン酸化抗体シグナルが増大

した。PDBu 誘発性 EPSC 増強は calyx 末端に 10 mM 

EGTA を負荷後にも同程度であった。この結果から，

PDBu誘発性 EPSC増強を媒介する PKCはCa2+ 非依存型

εPKC と同定された (Saitoh et al., 2001)。 

反復刺激を行うと calyx 末端の電位依存性 Ca2+チャネ

ルの活性化が生じ，短い脱分極性パルスで誘発される

Ca2+電流の振幅が増大する現象が観察された（Cuttle et 

al., 1998）。この活動依存性 Ca2+ 電流増強は G タンパク

質に依存せず，神経終末端内への Ca2+ 流入量に依存す

る。更に，このCa2+ 電流増強はCa2+結合タンパク質NCS-1

の calyx 末端投与によって閉塞 (occlude)され，NCS-1 の C

末端ペプチドによって完全にブロックされた。NCS-1 は

神経終末端内残存 (residual) Ca2+と結合して Ca2+ 電流を

増強し，シナプス増強に寄与するものと推定される

(Tsujimoto et al. 2002)。 

 

【文献】 

1. Hori T, Takai Y, Takahashi T (1999) J Neurosci 19, 

7262-7267. 

2. Saitoh N, Hori T, Takahashi T (2001) Proc Natl Acad Sci 

USA 98, 14017-14021. 

3. Cuttle M, Tsujimoto T, Forsythe I, Takahashi T (1998) J 

Physiol Lond 512, 723-729.  

4. Tsujimoto, T, Jeromin A, Saitoh N, Roder JC, Takahashi T 

(2002) Science 295, 2276-2279. 
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（13）内因性カンナビノイドを介する海馬シナプス伝達の逆行性調節 

 

狩野方伸，小作隆子，前島隆司 

（金沢大学大学院 医学系研究科 シナプス発達 機能学研究分野） 

 

シナプス伝達効率は様々なメカニズムにより調節され

ている。その一つに，シナプス後ニューロンの活動に依

存したシナプス伝達調節があり，その過程に逆行性シグ

ナル（シナプス後ニューロンから前ニューロンへのシグ

ナル）の関与する例が報告されている。ごく 近になり，

海馬および小脳において，そのような逆行性シグナルの

担い手が内因性カンナビノイドであることが，我々（文

献 1, 2）および他のグループの研究により明らかとなっ

た。今回は主に，海馬を中心に，内因性カンナビノイド

の逆行性シグナルとしての役割について述べる。 

ラットの海馬より単離・培養した神経細胞を用い，興

奮性および抑制性シナプス伝達調節におけるカンナビノ

イド受容体および内因性カンナビノイドの役割について

調べた結果，以下のことが判明した。（1）シナプス後ニ

ューロンの脱分極により内因性カンナビノイドが放出さ

れ，それが興奮性および抑制性シナプス前終末のカンナ

ビノイド受容体タイプ 1（CB1 受容体）を活性化し，伝達

物質の放出を抑制する（文献 3）。（2）この脱分極により

引き起こされるシナプス伝達の抑制は，興奮性シナプス

に比べ抑制性シナプスでより顕著に見られ，その差は，

シナプス前終末のカンナビノイド感受性の違いに起因す

る（文献 3）。（3）I 型代謝型グルタミン酸受容体の活性

化は，単独で内因性カンナビノイドの放出を引き起こし，

さらに，脱分極による内因性カンナビノイドの放出を促

進する（文献 4）。 

以上の結果より，シナプス後ニューロンの活動（脱分

極および代謝型グルタミン酸受容体活性化）は，海馬に

おいては，そのニューロンへの抑制性入力を選択的に抑

制し，ニューロンの興奮性を高める方向に作用すると考

えられた。 

【文献】 

1. Ohno-Shosaku T, Maejima T, Kano M (2001) Endogenous 

cannabinoids mediate retrograde signals from depolarized 

postsynaptic neurons to presynaptic terminals. Neuron 29: 

729-738. 

2. Maejima T, Ohno-Shosaku T, Kano M (2001) Endogenous 

cannabinoid as a retrograde messenger from depolarized 

postsynaptic neurons to presynaptic terminals. Neurosci 

Res 40:205-210. 

3. Ohno-Shosaku T, Tsubokawa H, Mizushima I, Yoneda N, 

Zimmer A, Kano M (2002) Presynaptic cannabinoid 

sensitivity is a major determinant of depolarization- 

induced retrograde suppression at hippocampal synapses. J 

Neurosci 22:3864-3872. 

4. Ohno-Shosaku T, Shosaku J, Tsubokawa H, Kano M 

(2002) Cooperative endocannabinoid production by 

neuronal depolarization and group I metabotropic 

glutamate receptor activation. Eur J Neurosci 15:953-961.

 

 

（14）PGS 蛋白による G 蛋白サイクル制御とカリウムチャンネル活性 

 

石井 優，倉智嘉久（大阪大学大学院 医学系研究科 情報薬理学） 

 

G 蛋白質制御 K+チャネル（G protein-gated K+ channel: 

KG）は，G 蛋白質のβγサブユニットが直接結合すること

により活性化される内向き整流性カリウムチャネル

（Kir）である。心臓では洞房結節や心房筋に存在し，ア

セチルコリン (ACh)の刺激を受けたムスカリン（m2）受容

体から遊離される Gβγサブユニットによって活性化さ

れ，膜を過分極させることにより徐脈を惹起する。心房

筋上に存在し ACh で誘導される KG電流には，relaxation

と呼ばれる特徴的なゲート機構が存在することが以前か

ら報告されていた。即ち，膜電位を脱分極状態（例えば

+40 mV）で一定時間（1 秒程度）固定しその後急に過分

極（例えば-100 mV）させると，脱分極中は内向き整流

性により外向き電流はほとんど見られないが，過分極さ

せると瞬間的にある値まで内向き電流の増加が見られ，
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その後緩徐な時間経過（1 秒程度）で電流増加が見られ

る。この電位—時間依存性の電流変化を relaxation という

が，この性質は他の Kir には認められない。電位センサ

ーをもたない KG が何故このような電位依存性ゲーティ

ング機構を示すのか全く不明であった。この relaxation

の分子機構を明らかにすることが本研究の目的である。 

【方法】単離ラット心房筋における native KG電流及びア

フリカツメガエル卵母細胞において異所性発現させた

KG電流の測定を行った。 

【結果】(1) アフリカツメガエル卵母細胞に m2受容体と

KGチャネルを発現させて再構成されたKGでは relaxation

は見られなかったが，GTPase 活性を促進し三量体 G 蛋

白質シグナルを負に調節する因子である RGS（Regulators 

of G protein signalling）を発現させると relaxation を再構

成することができた。(2)心房筋細胞で細胞外 Ca2+除去及

び細胞内 BAPTA 投与により膜電位依存性の細胞内 Ca2+

上昇を抑制すると relaxation が消失した。(3)RGS は RGS 

domain において Ca2+依存性にカルモデュリン（CaM）と

結合するが，CaM の阻害剤及び CaM と結合するが

GTPase 活性を促進しない変異RGSも relaxationを抑制し

た。(4) 精製した RGS 蛋白質は KG電流を抑制するが，こ

の RGS の効果は PIP3存在下では減弱されるが Ca2+/CaM

を加えることにより回復した。 

【考察】以上のことより relaxation の分子機構を次のよう

に推定した。脱分極による細胞内への Ca2+流入が RGS

と CaM の結合を促し，これにより RGS が PIP3による抑

制から回復されて活性化し，G 蛋白質サイクルが負に調

節され活性型 KG の数が減少する。過分極時には上記の

逆が起こり，活性型 KGの数は緩徐に増加し relaxation を

形作ると考えられる。ここで注目すべき点は，relaxation

は KGのゲート機構ではなく三量体 G 蛋白質サイクルの

電位依存性の変化を反映している現象であったことが明

らかになった点である。RGS は Ca2+依存性であるため，

見かけ上電位依存性に G 蛋白質サイクルを調節してい

る。この結果はその他の三量体 G 蛋白質を介する細胞シ

グナル（アデニル酸シクラーゼやホスホリパーゼCなど）

においても同様の現象が存在することを強く示唆する。 

【文献】 
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4. Ishii,M.et al.,Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 99:4325-4330, 

2002. 

 

 

（15）H+チャンネルによる破骨細胞  H+シグナリングの解析 

 

久野みゆき，森 啓之，森畑宏一，酒井 啓，川脇順子 

（大阪市立大学大学院 医学研究科 分子細胞生理学） 

 

脱分極によって開口する voltage-gated H+ channel は短

時間で大量のプロトンイオン（H+）を細胞外から細胞内

へと排出する能力を持っており，pH と膜電位の制御に寄

与すると推測されている。H+ channel は多くの細胞に発

現しているが活性は細胞によって大きく異なる。マクロ

ファージ，ミクログリア，好中球などでは phagocytosis

過程に必須な H+排出機構として働くが，他の細胞におけ

る役割はまだ良くわかっていない。私達は，H+ channel

がどのように働くかを解明していく上で，破骨細胞を重

要なモデルと考えている。その理由は，以下のように，

破骨細胞がかなり特異な細胞内外の pH 環境下に存在す

ることによる。まず破骨細胞は H+-secreting cell である。

次に，骨表面に接着し H+と lysozomal enzyme を放出して

骨を吸収する過程で細胞内外 pH 環境の激変に曝露され

る。更に，骨吸収面の細胞膜には多数の襞が形成され

（ruffled border），H+分泌の主役として vacuolar type H+- 

ATPase が高密度に存在している。 

私達は，マウス骨髄細胞から得た単核の前破骨細胞が

融合して多核の破骨細胞が形成される in vitro の系を用

いて，H+ channel が破骨細胞の H+シグナリングにどのよ

うに関わっているのかを検討した。細胞内環境をできる

だけ温存した穿孔パッチ法で H+ channel の逆転電位から

resting pH の推定を試みたところ，多くの細胞で 7.5 以上

の高値を示し pH 感受性色素（BCECF）の蛍光強度より

測定した値とよく一致した。また，細胞内から外への外

向き H+電流だけでなく細胞外からの内向き H+流入が検
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出された。これは，H+チャネルが従来考えられてきた

H+排出だけでなく両方向性の H+ transport に貢献し得る

ことを示唆している。phorbol 12-myristate 13-acetate 

(PMA)で破骨細胞を刺激すると，発生した細胞内 acidosis

に応答して H+ channel 活性が増強することが確認され

た。これらのデータは H+チャネルが，細胞膜を介する

pH 勾配の正確なモニターとして働き，破骨細胞の pH ホ

メオスターシスを担っていることを示している。

 

 

（16）TRP 関連チャネル群によるカルシウムシグナルの協調的制御 

 

森 泰生，西田基宏，山田和徳 

（統合バイオサイエンスセンター 生命環境研究領域） 

 

Ca2+透過型カチオンチャネルは，形質膜の膜電位調節

及び，細胞内 Ca2+濃度調節という生理的に重要な役割を

担う。今回，Ca2+シグナルの時空間パターン決定に重要

である，形質膜-小胞体間の機能的相互作用の解明を目

的に，遺伝学的操作が容易であるトリ B 細胞 DT40 を用

いて，ストア依存性チャネルと考えられる TRPC1 の欠

損株を作製した。TRPC1 欠損細胞においては，B 細胞受

容体刺激ににより惹起されるストア依存性Ca2+流入だけ

でなく，小胞体からの IP3 受容体を介した Ca2+放出も減

弱していた。また，Ca2+-oscillation, その下流で起きるは

ずの転写因子 NF-AT の活性も同様に抑制されていた。こ

のことから，TRPC1 はストア依存性 Ca2+流入を担うチャ

ネルの一部を形成するだけではなく，IP3受容体の活性を

制御し，さらには小胞体－形質膜のカップリングを増進

する役割を担っているものと考えられる。 

一方，フォスフォリパーゼ C（PLC）γ2 欠損細胞におい

ては，細胞内 Ca2+ストア枯渇剤 thapsigargin によるスト

ア依存性 Ca2+流入が減弱していた。また， 近開発した

IP3センサータンパク質を用いて細胞内 IP3濃度を測定し

たところ，SOC を介した Ca2+流入による IP3 産生が見ら

れた。このような PLCγ2 とストア依存性 Ca2+チャネル

（SOC）のカップリングは，TRPC3を介したものであるこ

とが明らかになった。以上の実験より，PI 応答/ Ca2+シ

グナルにおける，PLC と SOC（TRP チャネル）を中心と

した協調（coordination）機構が明らかになった（図 1）。 

「細胞死」の制御に関与する，新しい Ca2+透過型カチ

オンチャネル TRPM2 を同定した。即ち，活性酸素/窒素

種による細胞の酸化ストレスをニコチンアミドが感受

し，その酸化体が直接結合することにより，TRPM2 が活

性化開口することを示した。また，活性化TRPM2 チャネ

ルを透過した Ca2+/ Na+が，TNF 等によって誘導されるネ

クローシスを仲介することが明らかとなった。活性酸素

種や Ca2+/ Na+によるネクローシスは，非特異的な細胞破

壊と思われていた。が，TRPM2 の発見によって，アポ

トーシスと同様ネクローシスも，細胞に元々から具わる

メカニズムにより，精妙にコントロールされている可能

性が示唆された。 

一方，TRPC1-7 の活性制御にも，活性酸素種による酸

化が重要であることを見い出した。このような TRP チャ

ネルと活性酸素種との機能的協関は，Ca2+シグナル及び

膜電位変化が，酸化ストレスに対する生体応答制御の重

要な基盤であることを示唆する。さらには，TRP 遺伝子

ファミリーによってコードされているカチオンチャネ

ル群は，細胞の恒常性維持，増殖や死／生存に深く関与

していることが示された。 
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４．バイオ分子センサー 

2002 年 5 月 27 日－5 月 28 日 

 

代表・世話人：稲垣暢也（秋田大学 医学部） 

所内対応者：森 泰生（統合バイオサイエンスセンター） 

 

 

（１）脊椎動物の味覚・嗅覚センサー機構 

倉橋 隆（大阪大学大学院 基礎工学研究科） 

（２）生物の光センサー機能はどこまでわかったのか？ 

神取秀樹（名古屋工業大学 応用化学科） 

（３）メカノセンサーの 近の研究  

辰巳仁史（名古屋大学大学院 医学研究科） 

（４）容積感受性クロライドチャネル 

岡田泰伸（生理学研究所） 

（５）温度・pH センサーの分子実体と機能 

富永真琴（三重大学 医学部） 

（６）ASIC の pH センサーとしての機能 

島田昌一（名古屋市立大学 医学部） 

（７）膜電位依存性プロトンチャネルの温度・プロトンセンサーとしての機能 

久野みゆき（大阪市立大学大学院 医学研究科） 

（８）線虫の温度受容機構の分子遺伝学的研究 

森 郁恵（名古屋大学大学院 理学研究科） 

（９） Redox 感受性チャネル 

森 泰生（統合バイオサイエンスセンター） 

（10）代謝型グルタミン酸受容体の多価陽イオン感受性に Homer 分子がおよぼす作用 

久保義弘（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科） 

（11）GFP を用いたカルシウムセンサー 

大倉正道（生理学研究所） 

（12）蛍光プローブでセンスする細胞機能 

宮脇敦史（理研脳科学総合研究センター） 

（13）糖・脂質代謝センサーとして働く ABC タンパク質のシグナル変換機序 

植田和光（京都大学大学院 農学研究科） 

（14）ATP センサーとしての ATP 感受性カリウムチャネル 

稲垣暢也（秋田大学 医学部） 

（15）細胞内 ATP 感受性 ATP チャネル 

Sabirov Ravshan（生理学研究所） 

（16）cAMP センサーによる細胞機能制御 

柴崎忠雄（千葉大学大学院 医学研究院） 
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【概要】 

細胞は，細胞内外の種々の環境情報を感知して，その

情報を他のシグナルに変換し，細胞内や周囲の細胞に伝

達することによって環境変化に対応しながら生きている。

近，レセプター（受容体）のみならず，チャネルやト

ランスポーターなどの膜蛋白質も，環境情報センサーの

働きをしていることが明らかになりつつある。これらの

バイオ分子センサー蛋白はナノスケールにおいて種々の

化学的，物理的，生理的情報を受容して，他のシグナル

に速やかに変換する能力を持っている。従って，このよ

うなナノマシーンのシグナル変換機序を解明し，環境に

やさしい新しい環境情報センサー製品の開発に向けて応

用していくことは極めて重要である。本研究会では，バ

イオ分子センサーの研究分野で国際的に活躍している研

究者が情報交換することにより，この分野における我が

国の研究をさらに発展させることを目的とした。 

 

 

（1）脊椎動物の味覚・嗅覚センサー機構 

 

倉橋 隆（大阪大学大学院 基礎工学研究科） 

 

嗅覚の情報変換は cAMPを二次伝達物質とする細胞内

機構に制御され，直径 0.2 ミクロンの微細構造体で行わ

れる。このナノスケールの空間分解能，秒オーダで展開

されるの情報変換の分子システムを定量的に理解する

ために，電気生理記録下の単離嗅細胞にて細胞内 cAMP

を自由制御するケージド化合物光分解実験系の確立を

試みた。光源には 100W キセノンランプを用い，落斜蛍

光装置を通して紫外域光を結像面に集光させた。光量は，

2logユニットの変化幅を持つウェッジフィルターをパル

スモータでコンピュータ制御することで 740 段階に自由

設定できる。刺激時間は電動シャッターによる光路開閉

を用いて調節した。シャッターや調光装置で生ずる振動

は，クオーツ製の光ファイバーで機械的に隔離した。 

実際に得られた嗅細胞の光応答の振幅は，光の強度，

刺激時間に依存した。強度－応答関係，刺激時間－応答

関係はヒルの式で近似することができ，いずれもヒル係

数は 4～5 で，匂い応答にみられるのと同様の高い協同

性を示した。実験の総システムはコンピュータによるフ

ル制御支配下にあり，統合プログラム下で一般的なパッ

チクランプ操作，化学刺激操作を任意に行うことが可能

であるので，化学刺激と光刺激を同一細胞で比較検討す

ることが可能となる。嗅細胞で，匂い応答と uncaging 応

答とを直接比較，あるいは任意操作することによって，

数秒で展開する細胞応答中の酵素，細胞内因子の挙動を

推定する新しい方法論を確立した。実験の結果，嗅覚情

報変換における以下の 4 点が明らかになった。1．嗅細

胞シリア内における分子ネットワーク内で，情報変換過

程の非線形増幅を司る部位がチャネル部位に起因する。 

2．cAMP 合成酵素であるアデニル酸シクラーゼの活性

時間経過を実測定することが可能となった。3．繊毛内

で cAMPの細胞内濃度は時間とともに直線的に上昇する

ことが示された。4．嗅覚応答の脱感作に対する新しい

知見：cAMP を介する情報伝達において，短時間刺激で

は直接チャネルにフィードバックがかかる(Kurahashi & 
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Menini, 1997, nature) のに対し，長時間刺激時では上流部

分に修飾部があり，匂い応答の脱感作機構は時間依存的

に異なる部位にフィードバックがかかっていることが

示唆された。 

本システム，実験ロジックは，嗅細胞研究のみならず，

ニューロンを含む各種細胞の細胞内情報変換システム

の分子的定量化に幅広い応用が期待される。

 

 

（2）生物の光センサー機能はどこまでわかったのか？ 

 

神取秀樹（名古屋工業大学 応用化学科） 

 

「バイオ分子センサー蛋白」という「ナノマシーンの

シグナル変換機序を解明」することを目指す場合，光受

容蛋白質が与える情報は有用なものがある。このことは，

レセプター研究やポンプ研究において視物質ロドプシン

やバクテリオロドプシンが果たしてきた役割をみれば自

明であろう。 近になってクマリン酸やフラビンをもつ

光受容蛋白質が PAS domain をもつことが立体構造決定

によって明らかになり，PAS を介した蛋白質間相互作用

の解明に向けても期待が高まっている。 

本講演では，生物の光センサー機能に関する以下の話 

題について， 近のトピックスを中心に網羅的に話題提

供する予定でいる。 

【1】視物質ロドプシン 

：膜表面で三量体 G 蛋白質を活性化するためには？ 

【2】古細菌ロドプシン 

：膜内で伝達蛋白質を活性化するためには？ 

【3】フラビン蛋白質 

：異性化を初期反応としない系のセンサー機構とは？

 

 

 （3）メカノセンサーの最近の研究  

 

辰巳仁史（名古屋大学大学院 医学研究科） 

 

メカノセンサーの 近の研究について報告する。はじ

めにメカノセンサーの受容機構として知られている機械

受容チャネルについてわれわれの行っている研究を中心

に紹介する。また，細胞が機械刺激を受容する機構につ

いても我々の 近の研究を紹介する。 

1）機械受容チャネル Mid1 の機能の解析 

Ca2+は，真核生物において細胞の様々な生命現象に必

須な制御因子としてはたらいている。酵母と植物におい

てCa2+透過チャネルが細胞内カルシウムイオン濃度の変

化に関与している。Ca2+チャネルたんぱく質分子は，細

胞膜にあって細胞外からのカルシウムイオンの流入を制

御している。 

出芽酵母（Saccharomyces cerevisiae）の MID1 遺伝子産

物（Mid1）は，真核生物において世界で初めてその遺伝

子が特定された伸展活性化 Ca2+透過チャネルである。

Mid1は 548アミノ酸残基から成り，4つの疎水性領域（H1，

H2，H3 および H4）をもつ。さらに 16 箇所の推定上の

N-グリコシレーション部位が存在し，C-末端側に二つの

システインリッチ領域が存在する。たんぱく質分子がチ

ャネルとして機能するには，蛋白質の発現するだけでな

く形質膜に正しくトランスロケーションすることおよび

正しい蛋白質フォールディングがなされる必要である。

これらのメカニズムを解析することは細胞内における

Mid1 の機能制御を知るうえで非常に重要であると考え，

Mid1 を形質膜にターゲッティングするために必要な領

域を同定をおこなっている。そのために種々の変異 Mid1

と GFP との融合たんぱく質を作製し，それらの融合たん

ぱく質の細胞内局在を共焦点レーザー顕微鏡を用いて観

察した。その結果は，Mid1 の細胞膜局在には H4 の後の

システインリッチ領域が重要な働きをしていること，ま

た興味深い事に H1，H2，H3 領域だけでも膜に局在可能

であることであった。また酵母を使ったレスキュー実験

は，これら膜局在を示す変異体は，伸展活性化 Ca2+透過

チャネルとして機能しうるこを示唆した。 



研究会報告 

199 

2）細胞が機械刺激を受容する機構 

培養血管内皮細胞に機械刺激を加えると細胞内Ca2+濃

度の上昇が起こり，それに続いて細胞形態の変化など

様々な細胞応答が生じる。フィブロネクチンをコートし

たガラスビーズを培養血管内皮細胞の上面に接着させ，

ビーズを機械的に移動させることにより細胞に局所的機

械刺激を与える系を用いて，機械刺激から Ca2+流入にい

たる細胞内のプロセスを解析した。ビーズ直下に形成さ

れる接着斑と細胞底面の接着斑の間には，それらを連結

するストレスファイバーが形成された。全反射型近接場

照明を用いて，細胞底面での Ca2+流入を詳しく分析した

ところ，機械刺激は刺激開始から数ミリ秒の後には底面

に伝わり，底面の接着斑近傍から Ca2+上昇を引起こすこ

とがわかった。すなわち機械刺激はアクチン線維を介し

て細胞底面の接着斑に伝わり，その近傍に分布する Ca2+

透過性の SA チャネルを活性化して，局所的な Ca2+動員

を引き起こす。この過程に関わる分子メカニズムについ

て議論する。

 

 

（4）容積感受性クロライドチャネル 

 

岡田泰伸（生理学研究所） 

 

容積感受性外向き整流性 Cl-チャネル（VSOR）は，細

胞膨張時に活性化されて容積調節に関与する 1）。このチ

ャネルはその他多くの基本的細胞機能にも関与すること

が明らかにされはじめている 2，3）。この分子実体や活性

化メカニズムの解明に向けての研究が進行中である。 

【VSOR の生理的・病態生理的役割】 

殆んどの動物細胞がもつ浸透圧性膨張後の容積調節

能は Regulatory Volume Decrease（RVD）と呼ばれ，細胞

外へのKCl流出とそれに駆動された水流出で達成される。

大部分の細胞種でこの Cl-流出路を与えるのが VSOR で

ある 1）。容積調節を必然的に伴う細胞分裂・増殖にも

VSOR が本質的役割を果すことは当然である 4）。 近私

達は，アポトーシスの誘導 5）や，ある種の抗癌剤に対す

る癌細胞の感受性にも重要な役割を果していることを明

らかにしている。 

【VSOR の分子実体】 

これまで本チャネルの分子実体としては次の三つが，

いずれも Nature 誌において発表されてきた。共に 1992

年に発表された P 糖蛋白説 6）と pICln説
7）は，その後い

ずれもVSORの内在性レギュレータにすぎないことが明

らかにされた 1）。1997 年にはこれらに代わって ClC-3

説 8）が提出され， 近まで広く受け入れられてきたが，

私達はいくつかの点が明確になるまで留保すべきである

と主張していた 9）。事実，2001 年に ClC-3 ノックアウト

マウスにおける肝細胞や膵腺細胞でもVSORは正常のま

まであることが示され 10），ほぼすべて振出しに戻ったの

である。現在，心筋 VSOR は ClC-3 によるという可能性

が残されているが，これも私達は検討中である。 

【VSOR の性質と活性化メカニズム】 

本チャネルは外向き整流性の中間型単一チャネルコ

ンダクタンスを示し，低フィールド性のアニオン選択性

を示す 1）。細胞内 ATP の存在を必要とするが，必ずし

もその加水分解は不可欠ではない 1）。単一チャネル活性

は膨張後にギガシールしたパッチでのみ見られるので，

その活性化メカニズムは細胞表面膜の invagination の

unfolding に関係しているものと推定される 1）。事実，全

細胞電流密度は細胞直径の3乗（容積）には相関せず，二

乗（膜表面積）によく相関した 11）。ちなみに，本チャネ

ルは浸透圧変化そのものや，膜伸展や膜張力をセンスす

るものではない 1）。 近私達は，本チャネル活性に EGF

レセプター・チロシンキナーゼが関与することを明らか

にしている。

 

1）Okada 1997 Am J Physiol 273, C755-C789.  7）Paulmichl et al. 1992 Nature 356, 238-241. 
2）Lang et al. 1998 Physiol Rev 78, 247-306. 
3）Okada et al. 2001 J Physiol 532, 3-16. 
4）Nilius 2001 J Physiol 532, 581 
5）Maeno et al. 2000 PNAS 97, 9487-9492. 
6）Valverde et al. 1992 Nature 355, 830-833. 

8）Duan et al. 1997 Nature 390, 417-421. 
9）Okada et al. 1998 J Gen Physiol 112, 365-367. 
10）Stobrawa et al. 2001 Neuron 29, 185-196. 
11）Morishima et al. 2000 Jpn J Physiol 50, 277-280
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（5）温度・pH センサーの分子実体と機能 

 

富永真琴（三重大学 医学部） 

 

痛みは化学的・熱・機械的刺激によってある種の感覚

神経が興奮することによって惹起されるが，トウガラシ

の主成分カプサイシンは辛味とともに痛みを引き起こす。

カプサイシンは侵害性刺激受容体を有する感覚神経 

(nociceptor)を特異的に脱分極させて細胞内 Ca2+濃度の増

大をもたらすことが報告されていたので，カプサイシン

投与による細胞内Ca2+濃度上昇を指標とした発現クロー

ニング法を用いてカプサイシン受容体遺伝子が単離され

た。カプサイシン受容体 VR1 (Vanilloid Receptor Subtype 

1)はそのアミノ酸配列から，6 回の膜貫通領域を有する

イオンチャネルであろうと推定された。パッチクランプ

法を用いた電気生理学的な解析によって，VR1 は外向き

整流性を有するCa2+透過性の高い非選択性陽イオンチャ

ネルであること，細胞外 Ca2+依存性の電流減少を示すこ

と，Na+に対して陽性電位で約 80 pS の単一チャネルコン

ダクタンスを持ち細胞内セカンドメッセンジャーを介さ

ずにカプサイシンによって直接活性化されるであろうこ

とが明らかとなった。VR1 はカプサイシンに加えて生体

で痛みを惹起する酸（プロトン），43 度以上の熱によっ

ても活性化することが判明した。異所性発現系で解析さ

れたこれらの VR1 の多刺激痛み受容体としての機能は

遺伝子欠損マウスの行動解析から確認された。 

このように VR1 は温度・pH センサーとして機能する

が，活性化温度閾値は種々の因子によって変動する。活

性化刺激であるプロトンは室温でチャネルを活性化しな

い程度の少量では VR1 の活性化温度閾値を低温度側へ

シフトさせる，つまり活性化刺激間の相互作用があるこ

とが明らかとなった。また，生体で痛みを惹起させたり

増強させたりすることが知られている ATP や bradykinin

はそれぞれ P2Y1受容体，B2受容体に作用して PKC 活性

化を介した VR1 のリン酸化によって VR1 活性化温度閾

値を体温以下に低下させることが分かった。これらの代

謝型受容体とイオンチャネル型受容体 VR1 の機能連関

によって体温での疼痛発生が起こることになる。 

VR1 とアミノ酸レベルで 50%の相同性を有し 52 度以

上の熱刺激によって活性化される新たな熱刺激受容体

VRL-1 が明らかになった。この 2 つのイオンチャネル型

受容体は，TRP イオンチャネルファミリーに属し，それ

ぞれ TRPV1, TRPV2 と分類される。ごく 近，同じ TRP

イオンチャネルファミリーに属する TRPM8 (CMR1; 

Cold Menthol Receptor 1)が冷刺激（8-27 度）を受容する

新たな温度受容体として報告された。TRP イオンチャネ

ルが広く温度受容体として機能していることは興味深い。 

 

 

（6）ASIC の pH センサーとしての機能 

 

島田昌一（名古屋市立大学 医学部） 

 

ASIC（acid sensing ion channel）イオンチャネルファミ

リーは，pH センサー，メカノセンサー等の多様な機能と

関係する陽イオンチャネルである。我々は，ASIC チャネ

ルの pH センサーという特徴に着目し，生体内での機能

について検討を加えてきた。本演題では，ASIC ファミリ

ーの酸味受容体と痛覚受容体としての機能解析の結果を

報告する。我々は，以前，イオンチャネル型味覚受容体

を単離する過程で，ASIC2a/MDEG1 が舌の味蕾では酸味

受容体として機能していることを見出した。アフリカツ

メガエル卵母細胞機能発現系で解析した結果，ASIC2a

は，同じpHでも酢酸の方が塩酸よりもより大きな反応を

示すことから，in vivo における酸味受容体の特徴を良く

示すものと考えられた。しかし，ASIC2a の amiloride や

pH の感受性は in vivo における酸味受容体のデータと一

部異なる点があるため，新しいサブユニットをラット有

郭乳頭の cDNA ライブラリーよりスクリーニングし，

ASIC2a の splicing variant の ASIC2b を得た。ASIC2a と

ASIC2b は同一の味蕾細胞に共存しヘテロマーを形成し

ていることを，免疫組織化学法と免疫共沈法により示し

た。またアフリカツメガエル卵母細胞に ASIC2a と
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ASIC2b を共発現させるとアミロライドや pH の感受性が

in vivo の記録に良く一致する特徴的な結果を得た。これ

らの結果から，ASIC2a と ASIC2b は味蕾においてヘテロ

マーを形成し酸味受容体として機能していると考えられ

た。次に ASIC の酸による痛覚受容体として機能につい

て解析した。炎症や虚血では，局所的なアシドーシスが

発生し，pH の低下が痛みの惹起に大きく関係していると

考えられている。この pH の低下によって引き起こされ

る痛みは，末梢神経系で vanilloid receptor subtype-1 

（VR1）が関与していると考えられている。しかし 近で

は，ASIC ファミリーの痛覚受容への関与も示唆されてい

る。そこで我々は pH の低下で惹起される痛みには実際

にどの分子がどの程度関与しているのか，ヒトの疼痛誘

発試験により検討した。二重盲検により皮下に pH7.4～

5.5 の各種溶液を微量注入し，その時に生じる痛みを数値

化し比較解析した。その結果 pH を 7.4 から低下させてい

くと pH7.2 近傍でほとんどの被検者は痛みを感じ始める

ことが明かとなった。また，pH6.0 で惹起される痛みに

対して ASIC チャネルの阻害剤である amiloride を同時に

投与すると痛みはほぼコントロールの pH7.4 レベルまで

軽減した。一方，pH6.0 で惹起される痛みに対して VR1

の阻害剤である capsazepine を同時投与した場合は，痛み

の抑制効果はほとんど認められなかった。これらの結果

から，pH6.0 による疼痛誘発試験の条件下では，ASIC が

主要な痛覚受容体（pH センサー）として機能していると

考えられた。さらにこの実験系では capsaicin によって惹

起される痛みに対しては amiloride は影響を与えなかっ

たことから，amiloride の鎮痛作用は ASIC に特異的で，

痛覚伝達経路に共通する別の分子に amiloride が働いて

いる可能性は少ないと考えられた。また，ASIC ファミリ

ーの脊髄後根神経節における分布を詳細に検討したとこ

ろ ASIC1a と ASIC3 が小型から中型細胞に発現し，一部

は同一細胞に共存していることが分かった。これらの結

果から，ASIC1a と ASIC3 は酸による痛みの受容体とし

て機能していると考えられた。

 

 

（7）膜電位依存性プロトンチャネルの温度・プロトンセンサーとしての機能 

 

久野みゆき（大阪市立大学大学院 医学研究科） 

 

膜電位依存性 H+チャネルは，H+を選択的に透過させる

チャネルで，多くの細胞に存在することが明らかにされ

つつあるが，その分子構造やイオン透過機構は未だ謎で

ある。H+ポンプや Na+/H+交換機構などに比べて H+輸送

速度は約 100 倍高いと言われ，開口すると短時間に大量

の H+を排出し細胞内外の pH 環境および膜電位を劇的に

変えることができる。H+チャネルは脱分極によって緩徐

な時間経過で開口する voltage-gated channel であるが，活

性化閾値および活性化速度を決定する第一要因は細胞膜

を介する pH 勾配による H+の平衡電位である。細胞内

pHが細胞外 pHに比べて低くなるほど閾値は過分極側に

シフトし，活性化速度は速くなる。すなわち，細胞内に

強いアシドーシスが生じた場合は H+を排出しやすくな

り，細胞内アシドーシスが解除されるとチャネルは閉じ

る。したがって H+チャネルは細胞内外の H+濃度の増減

に即応して活性が決まる非常に正確な H+センサーとい

っても過言ではない。一方，H+チャネルの持つユニーク

な特性のひとつに高い温度依存性がある。定常電流の

Q10 (>2)は一般のイオンチャネルに比べ高く，活性化速度

の Q10が 3— 6 程度あることを考慮すると，わずかな温度

変化に際しても H+流出量は大きく変化し得る。温度に対

する H+チャネルの応答は，殆ど遅延が無く，また可逆的

かつ反復可能であることからチャネル本体の性質による

ものと考えられている。しかし， 近，定常電流の温度

依存性には少なくとも 2つの状態，high Q10 (>2)と low Q10 

(<1.3)があることが示唆された。同一細胞でも high Q10 

と low Q10の移行が見られ，細胞が膨化した状態では low 

Q10 となるなど，H+チャネルの温度感受性はチャネルの

活性化状態によって変動する可能性がある。このように，

膜電位依存性 H+チャネルは他のイオンチャネルに見ら

れない H+や温度の変化に対する特異的な応答性を持っ

ているが，その H+や温度のセンサーとしての働きは，細

胞の状態や細胞内外の微小環境要因の影響を受けて変化

すると推測される。 
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（8）線虫の温度受容機構の分子遺伝学的研究 

 

森 郁恵（名古屋大学大学院 理学研究科） 

 

我々の研究室では，線虫 C. elegans の温度走性行動の

分子生物学的な解析から，温度受容のメカニズムを解明

したいと考えている。C. elegans の温度走性とは，餌（大

腸菌）が豊富に存在する条件下で，15℃から 25℃の範囲

で飼育された後に，餌の無い温度勾配上に置かれると，

飼育温度に向かって移動し，逆に，餌の無い条件下で飼

育された後に，餌の無い温度勾配上に置かれると，餌の

無い体験をしていた温度（飢餓体験温度）を避けるように

移動する性質である。この行動は，C. elegans において，

行動の可塑性が も直接的に観察できるため，神経可塑

性の分子遺伝学的解析にも適した行動パラダイムである。

従来までの研究から，1）温度走性には，頭部先端に左右

１対存在する感覚器官 Amphid に属する感覚ニュ− ロン

AFD での温度感知が必須であること，2）AFD 温度受容

ニュ− ロンでは，cGMP 依存性カチオンチャンネルが，

おそらく温度刺激の受容に伴って膜電位を変化させてい

ること，3）カルシウム/カルモジュリン依存性脱リン酸

化酵素であるカルシニューリンが，AFD ニュ− ロンの負

の制御因子として，温度刺激入力のゲインコントロール

をしていること，などが明らかになった。 

C. elegans における温度刺激の受容体については，現時

点で，ほとんど不明である。哺乳類では，VR1 カプサイ

シンリセプターチャンネルが，侵害刺激としての高温に

応答する。C. elegans の OSM-9 チャンネルは，VR1 に

も相同性が高いが，AFD 温度受容ニュ− ロンでの発現は

見られず，osm-9 突然変異体は，温度走性に異常が見ら

れない。また， 近，低温やメントールに応答するチャ

ンネルも哺乳類において発見されたが，この CMR1 

(TRPM8)チャンネルも，VR1 チャンネル同様 TRP チャン

ネルファミリーに属している。我々の研究室で，

Drosophila の視細胞における光受容に必須な TRP チャン

ネルに も相同性が高い C. elegans の TRP 遺伝子のノッ

クアウト系統を作成したところ，温度走性には，異常が

見られなかった（未発表）。また，C. elegans の高温侵害

刺激（33℃）に対する忌避応答は，カプサイシンの投与

によって増強され，この応答そのものには，AFD ニュー

ロンおよび OSM-9 チャンネルは無関係であることが報

告されている。以上のように，侵害刺激としての高／低

温の受容体についての分子レベルの知見は，まだ得られ

ていない。 

それでは，C. elegans が自然界で通常感知していると想

定される，生理学的に侵害とならない温度の受容体は何

であろうか？我々は，この問いに答えるために，温度走

性異常突然変異体の解析を進めると共に，AFD で発現す

るレセプター型 guanylyl cyclaseが温度受容体である可能

性を検証するために，それらの遺伝子のノックアウト系

統の作成とその温度走性の解析を行っている。また，

AFD ニューロンでの温度受容シグナル伝達経路が，哺乳

類の視細胞における経路と類似している可能性もあるた

め，AFD ニューロンで発現する 7 回膜貫通型タンパクを

コードする遺伝子のノックアウト系統の作成も検討して

いる。
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（9）Redox 感受性チャネル 

 

森 泰生（統合バイオサイエンスセンター） 

 

形質膜越えのカチオン流は，重要な膜電位調節機構の

一つであり，細胞内 Ca イオン濃度上昇を担うという生

理的意義も有する。TRP 遺伝子スーパーファミリーによ

ってコードされているカチオンチャネル群は，本カチオ

ン流を制御し，細胞の増殖や死／生存に深く関与してい

る。一方，酸化還元状態も細胞の恒常性や死に強く連関

しており，それが有する「シグナル性」が注目を集めて

いる。 近，我々は「細胞死」の制御に関与する，新し

いタイプのイオンチャネルLTRPC2を同定した。LTRPC2

の遺伝子はヒトゲノム計画において，家族性躁鬱病の原

因遺伝子の探索の過程で，ヒト 21 番染色体に見い出され

た。構造的には，TRP チャネルタンパク質に類似してい

ることから，その一員として「TRP」がつけられた。し

かしながら，その生理的機能や躁鬱病を含む病態との機

能的関連は全くわかっていなかった。H2O2等の活性酸素

種や，一酸化窒素 (NO) により細胞が酸化状態になった

ことを生体エネルギー貯蔵物質ニコチンアミドが感受し，

その酸化体が直接結合することにより，TRPM2 チャネル

は活性化開口することがわかった。Ca/Na イオンが活性

化 TRPM2 チャネルを通って流入し，細胞死の主要分類

のうちの「ネクローシス」をひきおこすことが明らかと

なった。さらに，生体内でおこる酸化ストレスや，腫瘍

壊死因子（TNF）等によって誘導される細胞死を，ひき

おこすこともわかった。活性酸素種や Ca/Na イオンによ

るネクローシスは，非特異的な細胞破壊と思われていた。

今回，新しいタイプのチャネルTRPM2の発見によって，

細胞に元々から具わっているメカニズムにより，アポト

ーシスと同様，精妙にコントロールされている可能性が示

された。ところで，我々は既に，PI 応答と連関して活性化

開口する 7 つの TRPC （canonical TRP）チャネル(TRPC1-7)

をあきらかにしている。TRPC1-7 の活性制御にも，活性酸

素種による酸化が重要であることを見い出した。このよう

な TRP 関連チャネルと活性酸素種との機能的協関は，Ca

シグナル及び膜電位変化が，細胞の酸化還元状態による

生体応答制御の重要な基盤であることを示唆する。 

 

 

（10）代謝型グルタミン酸受容体の多価陽イオン感受性に Homer 分子がおよぼす作用 

 

久保義弘（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科） 

 

代謝型グルタミン酸受容体 (mGluR1α) は，一次構造

的に多価陽イオンセンサー CaR と同じ super- family 

に属する。我々はこれまでに mGluR1α が CaR と同様に，

細胞外 Ca2+ や Gd3+ などの多価陽イオン感知能を持つこ

とを見いだした。さらにその後，遺伝子発現系により 

mGluR1α の Gd3+ 応答能に差が見られることを見いだ

した。すなわち，ツメガエル卵母細胞においては明確に

観察された mM order の Gd3+に対する応答が，CHO 細

胞においては観察されなかった。  

このことは，mGluR1α 分子の構成や状態が発現系に

より異なる可能性を示唆し，その分子基盤を明らかにす

ることは，mGluR1α の生理的機能の理解に必須である

と考えられる。そこで，機能の差異がクラスター化分子

の有無によるという可能性を想定し，mGluR1α をクラ

スター化させる分子である Homer1c，もしくはその 

splicing variant でクラスター化能力を欠く Homer1a の

共発現が mGluR1α の受容体機能に及ぼす作用について，

HEK293 細胞を一過性発現系として用い，リガンド投与

時の細胞内 Ca2+ 濃度の上昇を指標として解析した。 

その結果，Homer1c の共発現により(1) グルタミン酸

に対する応答のピ－ク値・立ち上がり速度が増大するこ

と，(2) グルタミン酸に対する用量応答関係が右側に（感

受性が下がる向きに）シフトすること，(3) クラスター

化能力の無い Homer1a の共発現によっては，グルタミ

ン酸応答のピーク値，応答の立ち上がり速度ともむしろ

減少することを観察し，さらに (4) Homer 結合能を欠く

mGluR1αの変異体 P1147E では上記に示した Homer1c 

共発現の影響が観察されないという結果から，mGluR1α 
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と Homer1c との結合がグルタミン酸応答に影響を与え

ていることを実証した。また，(5) 免疫組織学的解析に

より，Homer1a の共発現は mGluR1α の細胞膜上での発

現を増大させ，Homer1c は著明に減少させることを観察

した。 

次に mGluR1α の多価陽イオン応答に対する Homer 

分子共発現の影響の解析を行い，(7) Homer1c 分子は，

グルタミン酸応答に対する影響と同様の効果を，細胞外 

Ca2+ に対する応答に関しても示すことを見いだした。さ

らに，驚いたことに (8) mGluR1α の Gd3+ に対する応答

が，sub mM order では用量依存的に増大し，mM order で

は応答が逆に抑制されるという，ベル状の用量応答関係

を示すこと，そして (9) Homer 1c の共発現は mGluR1α 

の Gd3+ 応答を示す範囲を高低濃度両方向に拡大させる

ことが明らかになった。 

Homer が mGluR1α のグルタミン酸に対する用量応

答関係に与えた作用の一部は上述の Homer による細胞

表面における mGluR1α 発現量の制御と，（Worley らに

よって提唱された）Ca2+ストアとの直接リンクにより説

明できると思われる。しかし，このメカニズムでは Gd3+ 

に対する用量応答関係の変化は説明できず，Homer 分子

との結合が mGluR1α のリガンド受容という機能に何

らかの質的変化を起こしていることが示唆された。

 

 

（11）GFP を用いたカルシウムセンサー 

 

大倉正道（生理学研究所） 

 

G-CaMP は緑色蛍光蛋白(GFP)，calmodulin(CaM)，お

よび Ca2+-CaM のターゲットペプチドである M13 から成

る蛍光カルシウムプローブである。G-CaMP は Ca2+の結

合(Kd = 235 nM, Hill coefficient = 3.3)に伴い比較的大きな

(Fmax/Fmin = 4.5)緑色蛍光強度の増大を示すことが長所だ

が，蛍光強度が低いことや pH 感受性を示すことが短所

であった。そこで今回我々は G-CaMP の改良を行い，

G-CaMP1.6という新しいヴァリアントを開発したので報

告したい。 

G-CaMP1.6 は，主として量子収率の増大により，

G-CaMP に比べて約 40 倍明るく蛍光を発した。また，

G-CaMP1.6 は G-CaMP より低い pH 感受性を示した。さ

らにG-CaMPやG-CaMP1.6においてカルシウムセンサー

の役割を果たす部分である CaM は Ca2+以外の 2 価カチ

オンに対しても感受性があることが知られているが，

Ca2+と同程度のイオン半径を有する 2 価カチオンの選択

性に関しては，G-CaMP1.6の方がG-CaMPより高かった。

これらの結果は，G-CaMP1.6 が G-CaMP よりも優れたプ

ローブであることを示す。一方，G-CaMP1.6 の Ca2+感受

性(Kd = 146 nM, Hill coefficient = 3.8, Fmax/Fmin = 4.9)につ

いては G-CaMP の場合よりもやや高親和性側へシフトし

ていたが，<µM レベルでの Ca2+濃度変化をモニターする

上では問題ないと思われた。 

次に G-CaMP1.6 が生細胞において機能するか否かを

HEK 細胞に発現させて検討した。残念ながら G-CaMP

の場合と同様に，G-CaMP1.6 も細胞へ導入した後 37oC

で培養し続けた場合は蛍光を発しなかった。しかし，

G-CaMP1.6 を導入した細胞を 28oC に移したところ，

G-CaMP の場合とは異なり，数分以内に著しい蛍光強度

の増大を示した。このことから G-CaMP1.6 では G-CaMP

の場合よりも発色団が形成されやすくなっていることが

示唆された。さらに G-CaMP1.6 発現細胞を用いて蛍光強

度の経時変化解析を行ったところ，G-CaMP1.6 が生細胞

内でもCa2+濃度上昇に伴って速やかに大きな蛍光強度変

化を生じることが確認された。 

ところでG-CaMP1.6はG-CaMPより優れたプローブで

はあるが，CaM をカルシウムセンサー部分として使用し

ているために 1 プローブあたり 4 個の Ca2+を緩衝し，こ

のことが細胞内Ca2+シグナリングを減弱させる可能性が

ある。そこで我々はより Ca2+緩衝能の小さい G-CaMP1.6

のヴァリアントである G-CaMP1.6-CaM(E140K)も今回併

せて作成した。 

以上総括すると，今回開発した G-CaMP1.6 は G-CaMP

より 1) 約 40 倍明るく，2) pH 感受性が低く，3) Ca2+と

同程度のイオン半径を有する 2 価カチオンの選択性が高

く，4) 短時間に発色団を形成する点で，蛍光カルシウム

プローブとして改良されていることが示された。
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（12）蛍光プローブでセンスする細胞機能 

 

宮脇敦史（理研脳科学総合研究センター） 

 

バイオセンサーを作製して細胞生物学に応用するた

めに，蛍光タンパク質を使うことを想定する。蛍光タン

パク質の様々な特性をいかに活用するべきか，またその

センサーの performance を十分に引き出すためにはどん

な光学系が必要か，などを議論したい。 

 

 

 

（13）糖・脂質代謝センサーとして働く ABC タンパク質のシグナル変換機序 

 

植田和光（京都大学大学院 農学研究科） 

 

ABC タンパク質は，200 アミノ酸にわたって配列がよ

く保存された ATP 結合領域と 12-17 の膜貫通 αへリック

スをもつタンパク質ファミリーである。ABC タンパク質

は 1 機能分子あたり ATP 結合領域を 2 つもち，いずれも

細胞内 ATP，ADP によって駆動あるいは制御されている

が，ポンプ，チャネル，レギュレーターに機能が分化し

ている。 

MDR1，MRP1 などが生体異物を細胞外に排出するこ

とから，ABC タンパク質の生理的役割として環境中の有

害物質に対する防御機構がこれまで強調されてきた。一

方，Sulfonylurea Receptor (SUR1)は膵β細胞の ATP 感受

性 K+チャネルのサブユニットであり，細胞内代謝状態を

感知してチャネルサブユニットである Kir6.2 の活性を制

御するレギュレーターとして機能し，インスリン分泌を

調節している。また，ABCA1 が apoAI にコレステロー

ルとリン脂質を受け渡すことによって HDL コレステロ

ール形成のキー分子として機能していることが明らかに

なった。脂肪酸，コレステロール，脂溶性ビタミン，胆

汁酸などの細胞内濃度は ABC タンパク質によって調節

されているだけでなく，逆に ABC タンパク質遺伝子の

転写，局在，分解などを調節しており，脂質ホメオスタ

シスは，転写因子，代謝酵素，輸送体などが互いに調節

しあう巧妙なネットワークによって統合的に保たれてい

ることが 近明らかになりつつある。 

しかし，SUR がどのようにして細胞内の ATP，ADP

濃度を感知しているのか？ トランスポーター型 ABC タ

ンパク質と SUR1 はどのように異なるのか？ ABCA1 は

トランスポーターをして機能しているのか？ 実際に何

を基質として輸送しているのか？ その活性はどのよう

に調節され細胞内脂質代謝センサーとして機能している

のか？ ABC タンパク質遺伝子の転写，局在，分解がど

のように調節されているのか？ 多くの疑問が残されて

いる。 

我々は，ABCA1 の動態を細胞生物学的に解析すると

ともに，MDR1，SUR1，ABCA1 などを昆虫細胞で大量

発現，精製，再構成し，ATP 加水分解活性などを測定す

ることによって，分子メカニズムを解明したいと考えて

いる。精製した MDR1，SUR1，ABCA1 はいずれも ATPase

活性をもつが，それらのATPase活性は大きく異なった。

また，バナジン酸などの阻害剤の効果も異なった。糖・

脂質代謝センサーとして働く ABC タンパク質の分子メ

カニズムについて概説したい。

 

 

（14）ATP センサーとしての ATP 感受性カリウムチャネル 

 

稲垣暢也（秋田大学 医学部） 

 

ATP 感受性 K+（KATP）チャネルは細胞内 ATP によって

開閉が調節されるチャネルであり，従って細胞内代謝レ

ベルを膜電位に反映させる分子である。また，膵β細胞

においては，インスリン分泌の鍵を握る分子であると同
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時に，経口糖尿病薬スルホニル尿素の作用部位でもある。

我々は，これまでに，膵 β 細胞の KATP チャネルが ABC

蛋白質であるスルホニル尿素受容体 SUR1 と内向き整流

性 K+チャネルのメンバーである Kir6.2 の複合体である

こと，心筋の KATP チャネルが SUR1 のイソフォーム

SUR2A と Kir6.2 の複合体であることを明らかにした。 

一方，KATP チャネルは脳にも広く発現することが知ら

れているが，その分子構造や機能に関しては今なお不明

な点が多い。従来より，スルホニル尿素薬であるグリベ

ンクラミドの結合実験から，KATP チャネルは黒質網様部

（SNr）に多く発現することが知られていた。実際，急性

単離 SNrニューロンのパッチクランプ法を用いた実験で

は，SNr ニューロンには SUR1 と Kir6.2 からなる膵 β細

胞型 KATP チャネルが発現していた。一方で，SNr は全身

けいれんの制御部位としても知られている。そこで，

KATPチャネルの構成サブユニットであるKir6.2のノック

アウト（KO）マウスを用いて，SNr における KATP チャネ

ルの機能的役割について検討した。 

KO マウスは短時間（150 秒）低酸素条件（5.4% O2）下

におくと，著しく全身けいれんを起こしやすく，死に至

ったのに対して，野生型マウスはけいれんを起こさなか

った。急性単離 SNr ニューロンの穿孔パッチクランプ法

を用いた検討では，野生型ニューロンは低酸素負荷時に

KATP チャネルの開口により過分極したのに対して，KO

ニューロンではむしろ脱分極した。急性スライスを用い

た SNr の細胞外記録では，野生型ニューロンでは低酸素

負荷時に発火頻度が激減したのに対して，KO ニューロ

ンではむしろ増大した。 

以上の結果より，SNr ニューロンは，代謝ストレス時

に細胞内 ATP レベルが低下すると，KATP チャネルが開

口することにより過分極し，その結果神経活動が抑制さ

れ，全身けいれん発症に対して防御的に働くものと考え

られた。一方，膵 β 細胞では，高血糖時に細胞内 ATP

レベルが上昇することによって，細胞膜が脱分極しイン

スリン分泌がおこる。従って，KATP チャネルは細胞内

ATP のセンサーとして機能し，生体防御に関わっている

ものと考えられた（Yamada, K., et al. Science 292: 1543, 

2001）。
 

 

（15）細胞内 ATP 感受性 ATP チャネル 

 

Sabirov Ravshan（生理学研究所） 

 

Extracellular ATP is an important autocrine and paracrine 

regulator of a multitude of physiological functions. It is well 

recognized that the signal brought about by ATP is 

transduced into the adequate physiological response via 

purinergic receptors. However, the nature of ATP-releasing 

pathway is less understood at present. The existence of an 

ATP conductive anionic channel has widely been discussed, 

and an involvement of ABC-transporters such as 

P-glycoprotein and CFTR has been proposed. We found that 

in non-CFTR-expressing murine mammary C127 cells, 

hypotonic stimulation activates two types of anionic 

conductance. Conventional volume-sensitive outwardly 

rectifying chloride currents had different sensitivity to 

ATP-release inhibitors, whereas the novel type of anionic 

current, which had no outward rectification and exhibited 

voltage-dependent inactivation at moderate positive and 

negative potentials, was inhibited by Gd3+, an inhibitor of 

ATP release. Single channels underlying this macroscopic 

conductance had large unitary conductance (400 pS) and 

voltage dependency similar to that of whole-cell current. ATP 

at millimolar concentrations produced a voltage-dependent 

open-channel block when added either from outside or from 

inside the excised patches with ATP-binding site located in 

the middle of the channel pore. Therefore, it appears that the 

channel is able to accumulate a large ATP4- anion in its lumen. 

When all anions of the intracellular side were replaced with 

ATP, small inward currents carried by ATP4- have been 

observed. The pharmacological profile of these single channel 

events was reminiscent to that of ATP release. These data 

suggest that the Volume- and voltage-Dependent 

ATP-permeable Large conductance anion channel (VDACL) 

can serve as a conductive pathway for swelling-induced ATP 

release. A high rate of ATP transport through the VDACL 

channel implies that the cells possess an efficient controlling 
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system for this pathway. We found that in addition to 

open-channel block, the intracellular ATP caused a channel 

shutdown effect at sub-millimolar concentrations. This effect 

was absent for the ATP added from the outside. We suppose 

that ATP not only passes through VDACL channel, but also 

is a key component of a negative feedback controlling system 

linking the rate of ATP release to the metabolic state of the 

cell. The nature of this sophisticated regulatory system is 

currently under investigation. 

 

1) Sabirov, Dutta & Okada 2001. J. Gen. Physiol. 118, 

251-266

 

 

（16）cAMP センサーによる細胞機能制御 

 

柴崎忠雄（千葉大学大学院 医学研究院） 

 

cAMP はインスリン分泌の増強作用において重要な細

胞内シグナルである。経腸管的に摂取された栄養素によ

って腸管内分泌細胞から分泌される消化管ホルモンであ

る Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)や Glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide (GIP)などのインクレチンは膵

β細胞の細胞内 cAMP を上昇させることによってインス

リン分泌を増強することが知られている。cAMP による

インスリン分泌は cAMP 依存性プロテインキナーゼ

（PKA）が細胞内の種々の調節タンパク質をリン酸化し，

開口放出を増強する経路が主要であると考えられてきた。

一方，PKA リン酸化によらない cAMP 誘導性の開口放出

も提唱されているが，この経路における分子機構は全く

不明であった。 

近，我々は新規 cAMP センサー，cAMP-GEFII が，

Rab3 標的分子 Rim と結合し，cAMP 依存性であるが PKA

非依存性の開口放出機構に関与することを示した。

cAMP-GEFII が生理的にも機能しているかを明らかにす

る目的で，まずインクレチンによるインスリン分泌増強

に対する cAMP-GEFII の役割を検討した。cAMP-GEFII

に対するアンチセンスオリゴで単離マウス膵島を処置し

たところ，インクレチンによるインスリン分泌増強は約

50％抑制された。一方，PKA の特異的阻害剤である H-89

の処置によっても約 50％抑制された。両者を同時に処置

すると約 90％以上，インスリン分泌増強を抑制した。ま

たインクレチンによるインスリン分泌増強においても

cAMP-GEFII と Rim2 の結合が必要であった。 

次に cAMP-GEFII を介するインスリン分泌増強の分子

機構について検討した。Rim2 には N 末端側から Rab3 結

合領域 Zn フィンガードメイン，cAMP-GEFII が結合す

る PDZ ドメイン，Ca2+の結合が想定される C2 ドメイン

が存在する。Rim2 は細胞内でインスリン顆粒と細胞膜に

局在する Rab3A との共局在が認められたが，Zn フィン

ガードメインを欠損する変異 Rim2 を導入したマウスイ

ンスリン分泌細胞株では，Rim2 と共局在せず，しかも

cAMP によるインスリン分泌増強は顕著に抑制された。 

以上の結果から，膵β細胞において，インクレチン刺

激などによるインスリン分泌の増強には PKA 依存性，

非依存性の機構が存在し，PKA 非依存性機構では

cAMP-GEFII/Rim2 経路が関与することが明らかになっ

た。さらに cAMP-GEFII/Rim2 によるインスリン分泌増

強には Rab3 を介した開口放出の制御が重要な役割を果

た し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 本 研 究 会 で は

cAMP-GEFII/Rim2経路の制御機構の解析からcAMPセン

サーによるインスリン分泌増強の分子機構について考察

したい。 
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5．細胞死の誘導と制御・その分子機構と生理病理機能 

 2002 年 9 月 10 日－9 月 11 日 

代表・世話人：米原 伸（京都大学 生命科学研究科） 

 所内対応者：岡田泰伸 

 

（１）Fas を介するアポトーシス誘導 

米原 伸（京都大学 生命科学研究科） 

（２）TNF により誘導される細胞死のメカニズム 

中野裕泰（順天堂大学 医学部） 

（３）TWEAK による細胞死誘導機序の解析 

八木田秀雄（順天堂大学 医学部） 

（４）p53 によるアポトーシス誘導機構 

田矢洋一（国立がんセンター） 

（５）p53 依存性アポトーシスにおける Noxa の役割 

渋江 司，谷口維昭（東京大学 医学系研究科） 

（６）アポトーシス誘導と抗がん剤シスプラチン耐性と容積感受性クロライドチャンネル 

岡田泰伸（生理学研究所） 

（７）アポトーシス細胞の貪食に関する分子 

長田重一（大阪大学 生命機能研究科） 

（８）抗原受容体を介する B リンパ球アポトーシスの生理機能と分子機構 

鍔田武志（東京医科歯科大学 難治疾患研究所） 

（９）ASKI-MAP キナーゼ系による細胞死制御 

一條秀憲（東京医科歯科大学 医歯学総合研究科） 

（10）リン酸化による細胞死制御 

後藤由季子（東京大学 分子細胞生物学研究所） 

（11）ストレス応答性 SAPK/JNK の活性化機構とその生理的役割 

仁科博史（東京大学 薬学系研究科） 

（12）癌抑制遺伝子 PTEN の生体各種組織における機能解析 

鈴木 聡（秋田大学 医学部） 

（13）ショウジョウバエを用いた細胞死の分子遺伝学 

三浦正幸（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

（14）hypoxia により誘導される caspase 非依存的細胞死の解析 

新沢康英，辻本賀英（大阪大学 医学系研究科） 

（15）神経変性疾患における異常タンパク質の分解機構 

高橋良輔（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

（16）神経変性疾患の共通メディエイターとしての VCP の分子解析 

垣塚 彰（京都大学 生命科学研究科） 

 

【参加者名】 

米原伸（京都大生命科学）, 中野裕泰, 八木田秀雄（順天

堂大 医）, 田矢洋一（国立がんセンター研究所）, 渋江 

司，谷口維昭（東大医学系研究科）, 岡田泰伸（生理学

研究所）, 長田重一（大阪大生命機能）, 鍔田武志（東京
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医科歯科大難治疾患）, 一條秀憲（東京医科歯科大医歯

学総合研究科），後藤由季子（東京大分子細胞生物学研

究所）, 仁科博史（東京大薬学系研究科）,鈴木聡（秋田

大 医）, 三浦正幸（理化学研究所）, 辻本賀英，新沢康

英（大阪大医学系研究科）, 高橋良輔（理化学研究所）, 垣

塚彰（京都大生命科学），倉永英里奈（理化学研究所），

小川原陽子（東大分子細胞生物学研究所），沢田泰輔（順

天堂大 医），鈴木泰行，菅田浩司，嘉糠洋陸（理化学研

究所），恵口豊，清水重臣（大阪大医学系研究科），中川

健太郎，西躰元，北川大樹（東大薬学系研究科），鶴田

文憲，砂山潤，森靖典（東大分子細胞生物学研究所），

大坂直生，田代啓一郎，石井絢，岡本憲明（東京医科歯

科大医歯学総合研究科），安達貴弘（東京医科歯科大学），

中桐志保（京都大生命科学研究科），矢島伸之，坂田真

一，渡辺幸造（京都大理学研究科），岡本一男，真名子

幸，大串雅俊，米澤慎雄（京都大生命科学研究科），田

辺秀，清水貴浩（生理学研究所） 

 

 

【概要】 

 

 

細胞死の研究は大きく進展し，細胞死が多細胞生物自

身の有する遺伝子によって仕組まれていること，また個

体の発生や恒常性の維持に必須の現象であることが明ら

かとなった。そして，細胞が備えている細胞死誘導機構

が破綻し，細胞死が阻害されるとがんや自己免疫疾患を

発症し，細胞死が亢進すると神経変性疾患や免疫不全症

が発症する。また，細胞死を誘導する分子機構として，

ミトコンドリアを介する進化的に保存された機構や，高

等生物に見られる death receptorを介する機構が明らかと

なり，細胞死にはカスパーゼが中心的な役割を果たすこ

とが示されてきた。その結果，細胞死誘導分子機構を制

御する分子機構とその生理病理作用の解明が新たな問題

となる一方，カスパーゼ依存性あるいは非依存性の新し

い細胞死誘導機構の研究も注目されつつある。このよう

に細胞死の研究は新たな広がりと深みを増している。こ

のような状況のもとで，広領域にわたる細胞死の研究者

が 新の研究結果を発表し，討論や情報交換を行う場が

更なる研究の進展に必須である。そこで，広領域にわた

る第一線の細胞死研究者が集う本研究会を開催し，細胞

死の分子機構と生理病理機能の解明を目指す多様な研究

が更に発展する機会を提供し，研究者間の情報交換や討

論を行い，我が国における細胞死研究の発展に寄与した。

それと同時に，大学院生を含む若い研究者の参加を奨励

し，新しい教育の場としての機能もはたすことができた。 

 

 

 

（1）Fas を介するアポトーシス誘導 

 

米原 伸（京都大学大学院 生命科学研究科） 

 

我々が発見した Fas（CD95）はアポトーシスを誘導す

る細胞表層レセプター分子であり，Fas リガンド（主と

して T 細胞上に発現される）や抗 Fas モノクローナル抗

体の作用でアポトーシスを誘導するシグナルを細胞内に

導入する。Fas の生理的機能としては，自己に反応する

免疫担当細胞の末梢での除去，細胞障害性 T 細胞による

がん細胞やウイルス感染細胞などの除去をあげることが

できる。Fas はがん抑制遺伝子産物と認知されるように

なっている。このような Fas の生理機能を生体内で調節

するには，Fas リガンドや Fas の発現調節や，Fas を介す

る細胞内シグナル伝達機構の制御が重要である。このよ

うな視点から，Fas が刺激されるとどのような分子機構

でアポトーシスが誘導されるのか，またこの分子機構が

細胞内でどのように阻害されるのかを我々は研究してい

る。そして，Fas を介するアポトーシス誘導シグナルを

抑制する様々なシグナル（細胞の増殖増強や増殖抑制に

関わるものや，生体の発生に深く関わるものが存在する）

を見いだしている。具体的には，FGF (fibroblast growth factor)

が Ras/MAPK(ERK)/CREB の活性化を介して，ヒト成人

Ｔ細胞白血病ウイルスのがん遺伝子産物 Tax が三つの異

なった分子機構で Fas 誘導アポトーシスのシグナル伝達

を阻害することを示した。また，幹細胞の増殖および生

存因子である SCF (stem cell factor)のレセプターKit から

のシグナルで Fas の発現そのものが抑制されることも示

した。 
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（2）TNF により誘導される細胞死のメカニズム 

 

中野裕泰（順天堂大学 医学部 免疫学） 

 

我々は昨年，traf2-/-traf5-/- (DKO)マウス由来の胎児線維

芽細胞(MEF)の TNF 誘導性細胞死を抑制することを指標

とした機能的なスクリーニングにより，新たな転写活性

化因子 BSAC を同定した。BSAC は過剰発現させること

により，c-fos や muscle 特異的転写因子のプロモーター

領域に存在するCArG boxと呼ばれるモチーフを介して，

これらのプロモーターを強力に活性化することを明らか

にした。また興味深いことに BSAC の転写活性化能と抗

アポトーシス効果が相関することが明らかとなった。し

かしながら BSAC の生体内における機能は不明であった

が， 近二つのグループにより OTT/RBM15 と呼ばれる

遺伝子とヒト BSAC 相同遺伝子である MAL/MKL1 が

t (1,22)転座により生じる急性巨核芽球性白血病の原因遺

伝子であることが明らかにされた。そこで本研究会では，

OTT および OTT-BSAC の機能解析結果を紹介し，討論

したい。また 近我々は DKO 由来 MEF において TNF

刺激により誘導される細胞死は，アポトーシス様の形態

ばかりではなく，ネクローシス様の形態を示すことを明

らかにしており，その解析結果も合わせて紹介したい。

 

 

（3）TWEAK による細胞死誘導機序の解析 

 

八木田秀雄（順天堂大学 医学部 免疫学） 

 

TWEAK は 1997 年に EST database から見い出された

TNF ファミリーに属する II 型膜蛋白質で，可溶性の

recombinant TWEAK は 1 部の癌細胞にアポトーシスを誘

導することや血管内皮細胞の増殖と血管新生を誘導する

ことが知られているが，その生理的な役割は未だ明らか

でない。我々は，ヒト末梢血由来単球に IFN-γ刺激によ

り TWEAK の発現が誘導され，TWEAK 感受性腫瘍細胞

に対する標的細胞傷害に働くことを示した。TWEAK に

よる細胞死は細胞株によりその機序が異なり，

rhabdomyosarcoma Kym-1 においては TNF-αの誘導を介

した間接的な経路，oral squamous cell carcinoma HSC3 で

は caspasse 依 存 性 の ア ポ ト ー シ ス 経 路 ， colon 

adenocarcinoma HT-29では caspase依存性のアポトーシス

経路と caspase 非依存性のネクローシス経路の存在が示

された。 近，血管内皮細胞上の TWEAK 受容体として

Fn14 (FGF-inducible 14)が同定されたが，我々はこれらの

TWEAK による細胞死は全て DR3 ではなく Fn14 を介し

て起こることを明らかにし，そのアポトーシス及びネク

ローシス誘導経路の解析を進めている。 

 

 

（4）p53 によるアポトーシス誘導機構 

 

田矢洋一（国立がんセンター研究所 放射線研究部） 

  

細胞が DNA ダメージなどのさまざまなストレスを受

けたとき，p53 が活性化されて，ある場合には G1 期停止

を誘導するが，別の場合にはアポトーシスを誘導して細

胞を自殺させる。この 2 つの経路の選択がどのようにし

てなされるかということは重要な問題であったが，われ

われは，p53 の Ser46 がリン酸化されると p53 のプロモ

ーター結合性が変わり，ミトコンドリアのアポトーシス

誘導蛋白質 p53AIP1 の発現が起こって，アポトーシスが

誘導されることを示した。その後，この Ser46 キナーゼ

の精製と同定を進めた結果，東大医科研の中村祐輔らの

グループによってクローニングされた p53 によって誘導

される蛋白質 p53DINP1 を含み，カゼインキナーゼ 2 と

他の転写のメディエーターとからなる蛋白質複合体であ

ることがわかった。カゼインキナーゼ 2 はαあるいはα’
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とβ2 つずつのサブユニットからなる 4 量体であり，細胞

内にかなり多く存在するキナーゼであるが，複合体形成

する相手によって細胞内局在や基質特異性が変わるらし

い。

 

 

（5）p53 依存性アポトーシスにおける Noxa の役割 

 

渋江 司，谷口維紹（東京大学大学院 医学系研究科 免疫学講座） 

 

p53 による標的遺伝子の転写活性化を介したアポトー

シスの誘導は発がんの抑制において重要であることが知

られる。我々が同定した p53 の標的遺伝子 Noxa は Bcl-2 

family 内の BH3-only subfamily に属するものであり，高

発現によりアポトーシスを誘導することから，p53 依存

性アポトーシスへの関与が示唆された。そこで，Noxa

遺伝子欠損マウスを作成し，同マウス由来の細胞を用い

て p53 に依存性であることが知られるいくつかのアポト

ーシスの系について検討した。Ｘ線照射後のThymocyte

のアポトーシスに関しては，野生型のものとの間に有意

差はなかった。しかし，胎仔線維芽細胞(MEF)にアデノ

ウイルス E1A を発現させ，DNA 損傷を加えた際のアポ

トーシスについて見たところ，Noxa 遺伝子欠損細胞にお

いては細胞死の割合が有意に低下しており，チトクロー

ム c の放出やミトコンドリア膜電位の低下といった現象

も抑制されていた。同じく p53 の標的遺伝子である Bax

に関しても MEF の E1A 依存性アポトーシスへの関与が

既に報告されており，現在我々は Noxa と Bax の両遺伝

子を欠損したマウスを作成し，p53 依存性アポトーシス

の経路についてさらに解析を行っている。 

 

 

（６）アポトーシス誘導と抗がん剤シスプラチン耐性と容積感受性クロライドチャネル 

 

岡田泰伸 1，前野恵美 1，伊勢知子 2，清水貴浩 1，田辺 秀 1，鍔田武志 3，河野公俊 

（1 生理研 機能協関，2 産業医大 分子生物，3東医歯大 難治研 2） 

 

アポトーシスには細胞容積の減少が伴われる。リンパ

系，上皮系，神経系培養細胞に Fas リガントや TNFαや

staurosporin でアポトーシスを誘導すると，この apoptotic 

volume decrease (AVD)の発生は 30 分以内に見られ，

caspase-8, -9, -3 の活性化や DNA ラダーの発生に先行す

ることが判明した。この AVD は容積調節に関与する Cl−

チャネルや K+チャネルのブロッカーによって完全に阻

止された。チャネル阻害剤による AVD の発生阻止は，

その後の上記のアポトーシス反応や，ミトコンドリアか

らのチトクローム c 放出や，細胞死そのものの発生も阻

止することが明らかになった。また，AVD の発生は，

Fas リガンド刺激を受けた I 型細胞 SKW6.4 でも，

staurosporin 刺激を受けた Bcl-2 強制発現 WEHI 細胞にお

いても見られたので，ミトコンドリアの VDAC チャネ

ルとは独立した現象であることが明らかとなった。容積

感受性 Cl−チャネルのブロッカーの一つであるスチルベ

ン誘導体 DIDS は，staurosporin 刺激された培養心筋細胞

や，抗がん剤シスプラチン投与を受けた類上皮がん KB

細胞のアポトーシス誘導も阻止することが観察された。

シスプラチン前処理によって KB 細胞の容積感受性 Cl−

チャネル活性の亢進が見出された。これに対し，シスプ

ラチン耐性を獲得した KB-CP4 細胞では容積感受性 Cl−

チャネルが機能的に欠失していることが明らかになっ

た。これらの事実から，アポトーシスの誘導に容積感受

性 Cl−チャネル活性が重要な役割を果していることが結

論された。 
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（7）アポトーシス細胞の貪食に関与する分子 

 

長田重一（大阪大学大学院 生命機能研究科） 

 

アポトーシスは細胞の形態変化，染色体 DNA の切断

を伴う過程であり，その 終段階では食細胞にとりこま

れて処理される。私達は，Fas リガンドによるアポトー

シスの解析から，この過程はカスパーゼと呼ばれるプロ

テアーゼ，カスパーゼによって活性化される DNase

（CAD，caspase-activated DNase）によって実行されること

を示した。一方，マクロファージによるアポトーシス細

胞の貪食に関与する分子のひとつとして，MFG-E8 を同

定した。この因子はマクロファージから分泌され，アポ

トーシス細胞に提示されるリン脂質（phosphatidylserine）

を認識し，死細胞をマクロファージへ橋渡しすると考え

られる。このようにして，貪食された死細胞の DNA は

マクロファージのリソソームに存在するDNase IIによっ

てさらに分解される。このような機構はショウジョハエ

(Drosophila) でも保存されおり，CAD，DNase II 両遺伝

子を欠損するハエでは卵巣などに大量の未分解核を蓄積

した。ところで，染色体 DNA の分解は赤血球の分化過

程でも起こる。DNase II 遺伝子を欠損したマウスは胎生

期に貧血により死滅した。その胎児肝臓には未分解の大

量の核を持つマクロファージが見いだされ，赤血球の脱

核過程にもアポトーシス細胞の貪食と同様な機構が関与

していることが示唆された。 

 

 

（8）抗原受容体を介する B リンパ球アポトーシスの生理機能と分子機構 

 

鍔田武志（東京医科歯科大学 難治疾患研究所） 

 

B 細胞株 WEHI-231 は抗原受容体を介するシグナルに

より細胞周期停止とアポトーシスをおこし，この細胞周

期停止およびアポトーシスは CD40 分子を介するシグナ

ルにより阻害される。CD40 シグナルはアポトーシス阻

害因子 Bcl-xL や A1 の発現を増強する。これらの過剰発

現により細胞周期が停止したままで細胞死を阻害するこ

とができるが，CDK インヒビターp27kip1 の過剰発現に

より細胞周期停止を誘導すると CD40 シグナルによるア

ポトーシスが部分的に阻害される。この結果は，CD40

シグナルによる B 細胞の効率的な生存には Bcl-xL や A1

の発現のみでは不十分であり，細胞周期停止の解除が必

要であることを示している。したがって，B 細胞の抗原

受容体を介するアポトーシスには細胞周期停止が関与す

ることが明らかである。細胞周期の際の細胞死誘導機構

を解明するために，細胞周期停止によりアポトーシスが

おこる系を樹立し，さらに，この系を用いてこの細胞死

を制御する遺伝子を同定する発現クローニング系を樹立

した。この系を用いて，我々は，c-Myc のアンチセンス

により細胞周期停止による細胞死が阻害されることを明

らかにし，さらに，c-Myc が細胞周期制御によるアポト

ーシスにおいて重要な役割を果たすことを明らかにし

た。 

 

 

（9）ASK1-MAP キナーゼ系による細胞死制御 

 

一條秀憲（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 分子情報伝達学分野） 

 

Apoptosis Signal-regulating Kinase (ASK)1 は JNK と

p38MAP キナーゼの上流に存在する MAPKKK である。

これらの MAP キナーゼ系は，ストレス刺激に応答して

細胞が自身の生死を決定するためのシグナル伝達として

重要である。ASK1 ノックアウトマウスの解析により，

ASK1 が TNF や酸化ストレスによるアポトーシスに必須

であることが明らかになった。さらに 近，ハンチント

ン舞踏病を含む多くの神経変性疾患の本態であるポリグ

ルタミンの凝集は，ASK1 を介した小胞体ストレスシグ

ナル伝達系を活性化することによって神経細胞死を誘導

することが判明した。本研究会では，様々な物理化学的

ストレスによる ASK1 活性化の分子機構ならびに
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ASK1-MAP キナーゼ系を介するアポトーシスシグナル の病態生理について考察したい。 

 

 

（10）神経系前駆細胞の生存シグナル伝達の解析 

 

後藤由季子（東京大学 分子細胞生物学研究所） 

 

大脳の初期発生において，多くの細胞がアポトーシス

によって除かれることが知られている。この細胞死を人

為的に抑制すると脳が肥大化することから，大脳の細胞

死が発生過程で重要な役割を果たしていることが示唆さ

れている。我々は，カスペース 9 の遺伝子破壊により人

為的に細胞死を抑制したマウスを用い，発生過程で死ん

でいる細胞の多くが脳室帯の未分化マーカー陽性な神経

系前駆細胞であることを示した。従って未分化な神経系

前駆細胞の生死制御が発生上重要であると考えられる。

そこで，我々は神経系前駆細胞の生存を促進するシグナ

ル伝達経路の解明を試みた。マウス胎生 11 日終脳皮質細

胞の初代培養系を用いて解析を行ったところ，増殖因子

FGF2 によって活性化する生存促進経路には，Akt 経路と

それ以外の生存シグナル伝達が重要であることが明らか

になった。増殖因子以外にも，細胞密度依存的な生存促

進因子の存在が示唆され，細胞間相互作用に関わる分子

Notch の生存促進効果が認められた。また，活性型 Notch

の発現により，生存促進型 Bcl-2 ファミリーメンバーの

Bcl-2 および Mcl-1 の発現が誘導されることも示された。 

 

 

（11）ストレス応答性 SAPK/JNK の活性化機構とその生理的役割 

 

仁科博史（東京大学大学院 薬学系研究科 生理化学教室） 

 

ストレス応答性 MAP キナーゼである SAPK/JNK は，

紫外線照射などの物理化学的ストレスやTNFa などの炎

症性サイトカインの刺激によって活性化され，細胞分化，

増殖，生存からアポトーシスに至る様々な細胞機能に関

与することが示唆されている。同一のシグナル系が如何

にしてこれら多様な現象を発現するかが今後の重要な課

題の一つであり，その理解には定量的な SAPK/JNK 活性

化の測定が必須であると考えられる。我々はこれまでに，

SAPK/JNK を直接活性化する因子である SEK1（別名

MKK4）や MKK7 を欠損した胚性幹 (ES)細胞やマウスを

作出し，その SAPK/JNK 活性化の程度や表現型を解析し

てきた。本ワークショップでは，SEK1 や MKK7 を欠損

した ES 細胞の定量的解析から見出された，SEK1 と

MKK7 の固有の生化学的特性に依存した協調的な

SAPK/JNK のリン酸化と活性化のメカニズムを紹介す

る。また，SAPK/JNK 活性化能をほぼ完全に失った

SEK1/MKK7 両欠損細胞のアポトーシス誘導能について

も検討したので併せて報告する。 

 

 

（12）癌抑制遺伝子 PTEN の生体各種組織における機能解析 

 

鈴木 聡（秋田大学 医学部 生化学第二） 

佐々木雄彦（都立臨床研薬理） 

Josef Penninger，Tak Wah Mak（Ontario Cancer Institute） 

仲野 徹（大阪大学 微生物病研究所） 

 

我々は癌抑制遺伝子 PTEN の機能をノックアウトマウ

スを作成することによって解析している。これまで

PTEN のノックアウトマウスを作成し報告したが，胎生

早期に死亡することから，種々の臓器における PTEN の

機能解析は困難であった。そこでPTENflox マウスを作成

し，T 細胞，神経細胞，B 細胞特異的に PTEN を欠損させ
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た。今回は皮膚における PTEN の機能を解析したので報

告する。 

皮膚特異的 PTEN 欠損マウスは，角質や上皮が増生し，

皮膚の肥厚，硬化，毛髪の異常がみられた。また，皮膚

の形態形成（第一毛髪周期）が加速していた。マウスは

食道角質層が肥厚し，嚥下障害が原因となり栄養不良に

陥り，90％が離乳前に死亡した。離乳後まで生存したマ

ウスは長期生存するが，生後 8.5 ヶ月までに全例パピロ

ーマや扁平上皮癌の発症をみた。皮膚は紫外線や放射線

によるアポトーシス抵抗性で，また増殖は亢進していた。

生化学的には Akt や MAPK が活性化していた。 

 

 

（13）ショウジョウバエを用いた細胞死の分子遺伝学 

 

三浦正幸（理化学研究所 脳科学総合研究センター 細胞修復機構） 

 

神経細胞死実行機構を理解する目的で，細胞死カスケ

ードを構成する遺伝子の遺伝学的スクリーニングを行っ

ている。reaper はカスパーゼ依存的な細胞死を誘導する

が，染色体欠失系統を用いた reaper による細胞死経路の

ドミナントモディファイアースクリーニングによって

JNK 活性化に関与する分子 DTRAF1 と DASK1 が同定さ

れた。reaper は DIAP1 による DTRAF1 の分解を負に制御

することによって DASK1/DJNK 経路を活性化し細胞死

誘導を行うことが明らかになった。 

遺伝子異所発現による機能獲得型スクリーニングに

よって無脊椎動物で初めてのTNF superfamily ligandを同

定し（Eiger と命名），さらに Eiger に結合する TNF 受容体

superfamily 分子も同定した（Wengen と命名）。複眼での

Eiger 過剰発現は，JNK に依存した，カスパーゼには依存

しない新規の細胞死シグナル経路を活性化する事が明ら

かになった。 

 

 

（14）Hypoxia により誘導される caspase 非依存的細胞死の解析 

 

新沢康英，辻本賀英（阪大院 医遺伝子学，CREST of JST） 
 

Caspase依存的に進行するアポトーシスに加え，caspase

非依存的な細胞死経路の存在も報告されているが，その

メカニズムの詳細は不明である。我々は hypoxia／低グル

コース処理により誘導される caspase 非依存的細胞死に

着目し，形態的特徴として現れる核の shrinkage を出発点

としてそのメカニズムを解析しようと試みた。In vitro ア

ッセイ系を用いて，この核の shrinkage 誘導因子を精製

し，phospholipase A2（PLA2）ファミリーの一員を同定し

た。細胞系において，hypoxia／低グルコース時に PLA2

活性が核で上昇し，PLA2の阻害剤によって核の shrinkage，

細胞死が抑制されたことから，hypoxia／低グルコースに

よって誘導される caspase 非依存的な細胞死に PLA2活性

が関与していることが示された。さらに，この caspase 非

依存的細胞死ではcaspase非依存的な laminB1の切断が見

られ，現在，核の shrinkage との関係を検討している。 

 

 

（15）神経変性疾患における異常蛋白質の分解機構 

 

 高橋良輔（理化学研究所 脳科学総合研究センター 運動系神経変性研究チーム） 

 

常染色体劣性遺伝性若年性パーキンソン病（AR-PD）

の責任遺伝子パーキンは分解される基質蛋白質を選択的

に認識し，そのユビキチン化を促進するユビキチンリガ

ーゼである。パーキンの基質として G 蛋白共役型のパエ

ル受容体を同定した。パエル受容体は折れたたみが難し

い蛋白質であり，小胞体での折れたたみに失敗した場合，

小胞体関連分解 (ERAD)によって分解される。パーキン

が欠損すると分解されず小胞体に異常蓄積したパエル受



研究会報告 

215 

容体は小胞体ストレスを引き起こす。パエル受容体は中

枢神経では，オリゴデンドロサイトと黒質ドーパミンニ

ューロンに発現し，他のニューロンでの発現は乏しかっ

た。我々は以上の実験事実に基づき，折れたたみ不全パ

エル受容体の蓄積による小胞体ストレスが AR-PD の病

因と考えている。いっぽう 近，分子シャペロン Hsp70

や Hsp90 の基質となる蛋白質の分解に CHIP というユビ

キチンリガーゼ活性を持つコシャペロンの関与を示唆す

る報告が相次いでいる。我々は CHIP と Hsp70 がパーキ

ンに結合し，パーキンによるパエル受容体の分解を制御

していることを見出した。CHIPはパーキンによるパエル

受容体のユビキチン化を促進し，酵母で見出されている

ユビキチン化促進因子 (E4)に似た作用を持つことがわ

かった。 

 

 

（16）神経変性疾患の共通メディエイターとしての VCP の分子解析 

 

垣塚 彰（京都大学 生命科学研究科 高次生体統御学分野） 

 

これまで，神経変性疾患は，疾患ごとに特有の障害部

位とその結果として特有の症状（痴呆・運動失調・異常

運動・筋力低下等）を示し，多くの疾患に当てはまる統

一的な発症機構に関わる概念・分子機構を導き出すこと

はできないと考えられてきた。しかし，近年，変性しつ

つある神経細胞内に異常蛋白の凝集物や形態的に類似す

る空胞（vacuole）がかなり普遍的に存在することが判明

し，神経が変性・消失する過程には，似通った分子機構

が存在するという考えが受け入れられるようになってき

た。
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6．上皮組織 NaCl 輸送制御の分子メカニズム 

2002年12月4日− 12月5日 

代表・世話人：丸中良典（京都府立医科大学 第一生理学教室） 

所内対応者：岡田泰伸 

 

（１）Molecular mechanism for downregulation of volume-sensitive Cl− channel by CFTR 

Ravshan Z. Sabirov（Department of Cell Physiology, National Institute） 

（２）魚類の浸透圧調節器官におけるイオン輸送に関与する ClC クロライドチャンネル 

宮崎裕明（京都府立医科大学 第一生理学教室） 

（３）バーチンによる CLC-K2クロライドチャネルの細胞内局在決定機構 

内田信一（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 体内環境調節学） 

（４）上皮性 Na チャネルを介した両生類皮膚の化学受容作用 

長井孝紀（慶應義塾大学 医学部 生物学教室） 

（５）上皮の機能分化に対するアルドステロン，プロラクチン，成長ホルモンの役割 

高田真理（埼玉医科大学 生理学教室） 

（６）フラボンによるナトリウム再吸収の制御機構 

新里直美（京都府立医科大学 第一生理学教室） 

（７）上皮イオン・水輸送系を Xenopus oocyte から学ぶ 

挾間章博（統合バイオサイエンスセンター 生命環境研究領域） 

（８）上皮型 Na+/H+交換輸送体（NHE3）の細胞表面安定性と細胞骨格について 

林 久由（静岡県立大学 食品栄養 生理） 

（９）トロンボキサン A2産生が介在する大腸粘膜の塩素イオン分泌機構 

酒井秀紀（富山医科薬科大学 薬学部 薬物生理） 

（10）プロスタシンによる上皮型ナトリウムチャネル（ENaC）の活性化 

北村健一郎（熊本大学 医学部 第三内科） 

（11）ラット直腸粘膜表層細胞に存在する上皮性 Na チャネル (ENaC) の電気生理学的性質 

石川 透（北海道大学大学院 獣医学研究科 比較形態機能学講座） 

（12）腸管細菌感染を起こす Vibrio  科細菌が産生する溶血毒の下痢誘発機構 

高橋 章（徳島大学 医学部 特殊栄養学講座） 

（13）大腸上皮 Cl− 分泌時の容積調節機構における Na+-K+-2Cl− コトランスポータの役割 

眞鍋健一（生理学研究所 機能協関研究部門） 

（14）NaCl 流入抑制により活性化された気道上皮細胞の cAMP-調節性線毛運動 

中張隆司（大阪医科大学 生理学） 

 

【参加者名】 

丸中良典（京都府立医大 医），石川透（北海道大獣医），

佐々木成，内田信一 （東京医科歯科大医歯学総合研究

科），高田真理（埼玉医科大 医），長井孝紀，中沢英夫（慶

応義塾大 医），鈴木裕一，林久由  （静岡県立大食品栄

養科），酒井秀紀（富山医科薬科大 薬），新里直美，宮崎

裕明（京都府立医大 医），中張隆司，椎間ちさ（大阪医

科大大学院），高橋章（徳島大 医），北村健一郎（熊本大 

医），岡田泰伸，Sabilov R，狭間章博，清水貴浩，真鍋健

一，Lee E（生理研） 
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【概要】 

上皮組織は，生体における外部からの刺激に対する

種々のバリアーとなり，また体内環境の恒常性を保つ上

で，重要な役割を担っている。特に，体血圧や体液量は

上皮組織におけるナトリウム吸収により制御され，一方，

肺気道などの防御機構はクロライド分泌を通じて制御さ

れている。このような，生命維持に重要な意義を有する

上皮組織におけるナトリウム・クロライドイオン輸送の

制御機構に関する研究は， 近のイオンチャネルのクロ

ーニングをはじめとして，急速な発展を遂げて来た。し

かしながら，上皮組織におけるナトリウム・クロライド

イオン輸送の制御機構の解明は，上皮組織としての特殊

性，すなわち頂部膜（apical membrane）と基底側壁膜

（basolateral membrane）という極性を有して，しかもこれ

らの2種類の膜を介して，イオン輸送が行われるという複

雑な機構が存在することから，チャネルのクローニング

のみならず，細胞内イオンチャネルトラフィッキングの

メカニズムの解明等が不可欠なものとなって来ている。

本研究会において，上皮組織におけるナトリウム・クロ

ライドイオン輸送制御の分子メカニズム解明の第一線に

携わっている研究者が講演および意見交換を行なったこ

とにより，本研究会開催が共同研究推進の第一歩となっ

た。

 

 

（1）Molecular mechanism for downregulation of volume-sensitive Cl− channel by CFTR 

 

Ravshan Z. Sabirov, Yuhko Ando-Akatsuka, Iskandar F. Abdullaev, Yasunobu Okada 

（Department of Cell Physiology, National Institute for Physiological Sciences） 

 

Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 

(CFTR) has been shown to be a multi-functional protein that 

acts as a Cl− channel as well as a regulator of other ion channels 

and transporters. In our experiments, transient expression of 

wild-type human CFTR in HEK293T cells resulted in a 

profound decrease in the amplitude of volume-sensitive 

outwardly rectifying Cl− channel (VSOR) current without 

changing the single-channel amplitude. This effect was not 

mimicked by expression of ∆F508 mutant of CFTR, which did 

not reach the plasma membrane. The VSOR regulation by 

CFTR was not affected by the G551D mutation at the first 

nucleotide-binding domain (NBD1), which is known to impair 

the CFTR interaction with the outwardly rectifying chloride 

channel (ORCC), epithelial amiloride-sensitive Na-channel 

(ENaC) and renal potassium channel (ROMK2). The 

CFTR-VSOR interaction was insensitive to the deletion 

mutation, ∆TRL, which is known to impair CFTR-PDZ domain 

binding. In contrast, the G1349D mutant, which impairs ATP 

binding at NBD2, effectively abolished the down-regulatory 

effect of CFTR. Furthermore, the K1250M mutation at the 

Walker A motif and the D1370N mutation at the Walker B 

motif, which are known to impair ATP hydrolysis at NBD2, 

completely abolished the VSOR regulation by CFTR. Thus, we 

conclude that an ATP-hydrolysable conformation of NBD2 is 

essential for the regulation of the volume-sensitive outwardly 

rectifying Cl− channel by the CFTR protein, and that VSOR is a 

first channel regulated by CFTR through its NBD2.

 

 

（2）魚類の浸透圧調節器官におけるイオン輸送に関与する ClC クロライドチャンネル 

 

宮崎裕明（京都府立医科大学 第一生理学教室） 

金子豊二，竹井祥郎（東京大学 海洋研究所） 

内田信一，佐々木成（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 体内環境調節学） 

 

魚類は体表を介して環境水と接しているため，浸透圧 差に従って水や塩類が体液と環境水との間で移動する。
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しかし魚類は，鰓，腎臓，腸といった浸透圧調節器官を

発達させ，水や塩類を適切に輸送することで，体液浸透

圧を陸上哺乳類とほぼ等しい約300 mOsm/kg に保ってい

る。つまり，魚類が生命を維持する上で，水や塩類代謝

の制御はもっとも重要であると言える。しかし，体表の

水･塩類の透過性の調節や，鰓，腎臓，腸での塩類輸送に

関与していると考えられる水やイオン輸送体などは，魚

類ではほとんど同定されていなかった。そこで，淡水・

海水の双方で生息の可能なティラピア（Oreochromis 

mossambicus）の浸透圧調節器官である鰓と腎臓から，ClC 

クロライドチャンネルをクローニングし，発現や細胞内

局在を検証し，浸透圧調節との関与を調べた。 

鰓からクローニングした OmClC-5は，鰓の塩類輸送細

胞である塩類細胞に特異的に発現していた。細胞内局在

を調べたところ basolateral 側に発現しており，淡水中で

のイオンの取り込みに関与していることが示唆された。

また，腎臓からクローニングした OmClC-K は淡水ティ

ラピアの腎臓に特異的に発現していた。さらに詳しく発

現部位を調べたところ，遠位尿細管の basolateral 側に局

在していたことから，遠位尿細管でのクロライドイオン

再吸収に関与していると考えられる。

 

 

（3）バーチンによる CLC-K2クロライドチャネルの細胞内局在決定機構 

 

内田信一，佐々木成（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 体内環境調節学） 

 

【背景】バーチンはバーター症候群を引き起こす第 4の

遺伝子として positional cloning にて単離された蛋白であ

ったが，その変異がバーター症候群をなぜ引き起こすか

不明であった。その後，バーチンを CLC-K クロライドチ

ャネルと共発現させると，CLC-K クロライドチャネルに

よるクロライド電流を増加させることが判明し，バーチ

ンが CLC-K クロライドチャネルのベータサブユニット

して働いている可能性が示された。しかしながら，両者

の相互作用の詳細は明らかでなかった。 

【目的】 今回，培養細胞にバーチン，CLC-K2を各々単

独，または同時に，一過性，ないし安定発現させ，各々

の蛋白の細胞内局在，蛋白蛋白相互作用，蛋白の安定性

を検証した。 

【結果】CLC-K2は単独で発現させると，ゴルジ体にとど

まるが，バーチンを共発現させると，細胞膜状に移動し

た。バーチンの野生型は細胞膜状に局在するのに対し，

バーター症候群を引き起こすバーチンの変異体は細胞内

器官にとどまった。この変異体バーチンと CLC-K2を共

発現させると，CLC-K2はバーチンの局在と一致して細胞

内にとどまった。バーチン，CLC-K2を共発現し免疫沈降

すると，バーチンと CLC-K2は共沈した。変異型バーチ

ンも CLC-K2との結合性は保たれていた。また CLC-K2

蛋白の細胞内での半減期はバーチンを共発現させると著

明に延長した。 

【結論】CLC-K2はバーチンと結合し，その細胞内局在は

バーチンに支配されている。 

 

 

（4）上皮性 Na チャネルを介した両生類皮膚の化学受容作用 

 

長井孝紀，中沢英夫（慶應義塾大学 医学部 生物学教室） 

 

両生類は水分を口からではなく皮膚から吸収し，皮膚

は体液の浸透圧調節機構の一部を担うとされている。実

際，カエルの皮膚には腎臓の尿細管細胞と同様な上皮性

Na チャネル（ENaC）が存在する。しかし，乾燥地に棲息

するヒキガエル（B. alvarius）の場合はNa+の吸収機構を生

存環境の適合性を検出するために用いていることを，わ

れわれは行動，生理，形態学的に示した。具体的には，

① 水分飢餓状態のヒキガエルは水源に腹部皮膚を押し

付けて積極的な水分吸収行動を示すが，水源に 200 mM

程度の Na+ が含まれているとそれを検出し，水分吸収を

やめる；②皮膚を Na+ 溶液で灌流すると皮膚を支配して

いる脊髄神経が活動する；③ Na+ の検出行動と脊髄神経
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の活動はともに ENaC の阻害剤であるアミロライドで抑

制される；④皮膚内の胚芽層には脊髄神経の末端とそれ

と密接した未知の細胞が分布している，である。神経興

奮のメカニズムを明らかにする目的で，皮膚内での Na+ 

の流入経路を調べた。Xenopus 腎臓 A6細胞で知られてい

る ENaC の α サブユニットのアミノ酸配列から作成した

抗体（α-xENaC 抗体）は Xenopus 腎臓のホモジュネイト

のうち70-kDa のペプチドと反応し，さらに尿細管の内腔

の細胞膜と特異的に反応し，チャネルの分布を示した。

α-xENaC 抗体は B. alvarius の腹部皮膚では，顆粒層（生

理的活動のある 外層）細胞の頂端部の膜と特異的に反

応した。しかし，アズマヒキガエル，アマガエル，ウシ

ガエルの皮膚とは反応しなかった。

 

 

（5）上皮の機能分化に対するアルドステロン，プロラクチン，成長ホルモンの役割 

 

高田真理，河西美代子（埼玉医科大学 生理学教室） 

 

成体両生類の皮膚は腎の上皮 Na 輸送の機構解析のモ

デル上皮として知られている。一方幼生両生類の皮膚で

はこの輸送機構は未分化である。幼生両生類の皮膚は輸

送機構の分化を解析するために好都合の材料と考えた。

輸送機構は変態の過程で出現する。両生類の変態は甲状

腺ホルモンで引起されることが知られていたので輸送機

構の分化もこのホルモンで引起されるに違いないと考え

られていた。しかし変態期に血中濃度の変動するホルモ

ンは甲状腺ホルモンばかりではない，アルドステロン，

プロラクチン，成長ホルモンも変動する。どのホルモン

が甲状腺ホルモンとともに上皮 Na 輸送の分化にかかわ

るのであろうかが問題であった。 

この疑問に答えるために幼生両生類の皮膚の培養法を

開発した。甲状腺ホルモンのみの存在下で培養すると幼

生皮膚は崩壊した。幼生皮膚をアルドステロンとともに

培養すると輸送機構の分化が起こった。甲状腺ホルモン

はアルドステロン作用を促進することも抑制することも

なかった。 

一方皮膚をアルドステロンとプロラクチン，もしくは

アルドステロンと成長ホルモンの共存下で培養すると皮

膚は幼生の形質を維持した。すなわちアミロライド，ア

セチルコリン，ATP で促進される非選択性カチオンチャ

ネル (NSCC)が分化した。 

 

 

 

（6）フラボンによるナトリウム再吸収の制御機構 

 

新里直美，丸中良典（京都府立医科大学 第一生理学教室） 

 

腎遠位尿細管上皮組織での上皮型ナトリウムチャネル

を介するナトリウム再吸収は，血圧調節や体液量維持に

重要な役割を果たすことが知られており， 近では大豆

などに多く含まれている食品成分であるフラボンが血圧

を低下させる作用があることが知られるようになってき

た。そこで，本研究ではフラボンが血圧を下げるメカニ

ズムを解明する目的で，腎尿細管由来の培養細胞である

A6 細胞でのナトリウム再吸収に対する影響について検

討した。実際にフラボンは，非刺激時および低浸透圧刺

激で促進されたナトリウム輸送を阻害した。我々はこれ

までに，フラボンがその構造に依存してクロライド輸送

を促進することを報告している。本研究で示されたフラ

ボンのナトリウム再吸収抑制のメカニズムとして，フラ

ボンが促進するクロライド輸送の関与について検討した

結果，フラボンは細胞内クロライド濃度を上昇させて，

ナトリウム再吸収を抑制していることが明らかとなった。
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（7）上皮イオン・水輸送系を Xenopus oocyte から学ぶ 

 

挾間章博（統合バイオサイエンスセンター 生命環境研究領域） 

 

Xenopus oocyte は，これまで，様々なイオンチャネル・

トランスポータの発現系として用いられてきた。上皮輸

送に関する輸送体も，Xenopus oocyte を用いて，その機

能が研究されてきたものも多い。Xenopus oocyte を発現

系として用いた場合の特徴として，通常の動物細胞とは

膜タンパクのプロセシングが異なる場合があることが挙

げられる。たとえば，aquaporin の中でも通常では腎尿細

管細胞内のベジクルに局在し，その機能が分からなかっ

た aquaporin-6（AQP6）について Xenopus oocyte を発現系

として用いると，形質膜まで AQP6が移行し，その機能

を調べることが初めて可能になった。しかし，AQP6を発

現させた Xenopus oocyte では，当初水透過性の亢進を示

さず，機能が無い水チャネルかと思われた。ところが，

通常は水チャネルの阻害剤として用いられる水銀イオン

を投与すると，水透過性の亢進が観察された。さらに，

驚くべきことには，これまで水チャネルは，イオンを透

過させないものと考えられてきたが，水銀イオンの投与

により水の透過性ばかりでなく，イオンの透過性も亢進

することが2本刺Voltage-Clamp法を用いて明らかとなっ

た。このイオンの透過性については，陽イオン，陰イオ

ンの選択性が低く，さらにパッチクランプ法により，シ

ングルチャネル電流が観察され，aquaporin の microscopic

な挙動が初めて明らかにされた。このように，Xenopus 

oocyte を用いた発現系は，上皮細胞内に局在する輸送体

の挙動を明らかにするの威力を発揮した。

 

 

（8）上皮型 Na+/H+交換輸送体（NHE3）の細胞表面安定性と細胞骨格について 

 

林 久由（静岡県立大学 食品栄養 生理） 

Sergio Grinstein（トロント小児病院 細胞生物） 

 

NHE3は，消化管並びに腎臓上皮細胞の頂側膜に発現

しており，Na+ の（再）吸収に寄与している。また NHE3

の細胞内 C 末端は NHERF と Ezrin を介して，アクチン

細胞骨格と相互作用することが提唱されている。アクチ

ン細胞骨格を破壊した際の NHE3の活性並びに局在につ

いて検討した。アクチン細胞骨格を破壊するために非特

異的に低分子量 GTPase を不活化する Clostridium difficle 

toxin B を用いた。腎臓上皮由来の OK 細胞を toxin B で

処理すると NHE3の活性は抑制された。またこの機構は

NHE3に特異的であり，NHE1では観察されなかった。

Toxin B による NHE3の抑制機序の検討をエピトープタ

グをつけた NHE3を外来的に発現させた細胞を用いて行

ったが，toxin B で処理すると NHE3は細胞内に取り込ま

れた。さらにどの低分子量 GTPase が関与するかを検討

するためにRhoの下流にあるROCKを特異的に抑制する

Y-27632を用いた。Y-27632で処理すると toxin B 同様の

効果が観察された。以上より NHE3の頂側膜上の局在に

はインタクトなアクチン細胞骨格が必要であり，それに

は Rho が関与することが示された。

 

 

（9）トロンボキサン A2産生が介在する大腸粘膜の塩素イオン分泌機構 

 

酒井秀紀，鈴木智之，室田美樹，高橋佑司，竹口紀晃（富山医科薬科大学 薬学部 薬物生理） 

 

トロンボキサン A2は，血小板凝集や血管収縮を引き起

こすアラキドン酸代謝物であり，血栓や喘息などの病態

に深く関与している。我々は，ラット大腸粘膜を用いた

一連の研究で，抗ガン剤の塩酸イリノテカンや血小板活
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性化因子 (PAF)が，トロンボキサン A2の産生を介して塩

素イオン分泌を誘発することを発見した。単離クリプト

細胞のホールセル記録では，トロンボキサン A2の安定ア

ナログ (STA2)が，分泌側膜の塩素イオンチャネルを活性

化した。しかし，塩酸イリノテカンや PAF が，大腸にお

いてどのような機構でトロンボキサン A2産生を引き起

こすのかについては不明であった。 

我々は，この機構を明らかにするため，単離ラット大

腸粘膜での実験を行った。その結果，PAF 誘発性の塩素

イオン分泌は，一酸化窒素 (NO) −サイクリック GMP 

(cGMP) 経路を介したトロンボキサン A2産生により引き

起こされていることがわかった。一方，塩酸イリノテカ

ン誘発性の塩素イオン分泌には，NO-cGMP 経路は介在

していなかった。したがって大腸においてトロンボキサ

ン A2は，少なくとも2つの異なる機構により産生され，

下痢などの病態に関わっているものと考えられる。 

 

 

（10）プロスタシンによる上皮型ナトリウムチャネル（ENaC）の活性化 

 

北村健一郎，冨田公夫（熊本大学 医学部 第三内科） 

 

上皮性ナトリウムチャネル（ENaC）は体液のナトリウ

ム調節に重要なイオンチャネルである。私たちはセリン

プロテアーゼのプロスタシンが Xenopus oocyte に ENaC

と共発現させたときにアミロライド感受性電流を約2倍

増加させることを見出した。マウス皮質集合管細胞（M-1

細胞）にアルドステロンを投与するとプロスタシンの発

現が2～3倍増加し，ラットにアルドステロンを持続投与

すると尿中プロスタシンが増加した。原発性アルドステ

ロン症患者では尿中プロスタシンが増加しており，手術

にて腺腫摘出を行うと正常レベルまで低下した。このこ

とはアルドステロンがプロスタシンの発現増強をかいし

て ENaC を活性化する可能性を示唆するものである。ま

た，セリンプロテアーゼ阻害剤であるメシル酸ナファモ

スタットを M-1細胞に投与するとプロスタシンの発現量

がほぼ完全に抑制された。ラットにメシル酸ナファモス

タットを持続静注すると尿中プロスタシン排泄量がほぼ

完全に抑制され，尿中ナトリウム排泄量が増加した。ヒ

トにメシル酸ナファモスタットを投与すると，ときに低

ナトリウム血症・高カリウム血症などの副作用が生じる

ことが知られているが，この原因としてメシル酸ナファ

モスタットによるプロスタシンの発現抑制およびそれに

よる ENaC の活性抑制が関与している可能性が示唆され

た。これらの知見はプロスタシンの生体内ナトリウムに

おける病態生理学的な意義を裏付けるものであると考え

た。

 

 

（11）ラット直腸粘膜表層細胞に存在する上皮性 Na チャネル (ENaC) の電気生理学的性質 

 

稲垣明浩，石川 透（北海道大学大学院 獣医学研究科 比較形態機能学講座） 

 

アミロライド感受性上皮性 Na チャネル(ENaC) の分子

基盤としてαβγ−rENaC がラット大腸上皮からはじめて

クローニングされて以来，heterologous expression 系を用

いたαβγ−ENaC に関する研究が行われてきているが，大

腸粘膜表層細胞に存在する ENaC の電気生理学的性質お

よびその調節機構の多くは不明のままである。我々はラ

ット大腸表層細胞に存在する ENaC の以下のような電気

生理学的性質を明らかにしてきている。(1)通常食で飼育

したラット直腸から作製した粘膜標本で得られたアミロ

ライド感受性短絡電流（Isc）のKi値は171 nMであった。

この値は αβγ−rENaC を発現する MDCK 上皮細胞で得ら

れた Isc の Ki 値とほぼ一致した。(2) 直腸粘膜標本から分

離した単一陰窩の表層細胞にホールセルパッチクランプ

法を適用することによって得られた Na 電流のアミロラ

イド感受性は Isc 測定実験で得られた結果と一致し，そ

の Ki 値は 129 nM であった。(3)アミロライド感受性ホ

ールセル電流の陽イオン選択性およびアミロライド抑制

の電位依存性から推定されるアミロライド結合部位は
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αβγ−rENaC を発現する MDCK 細胞で得られた値と一致

した。今後大腸表層細胞およびαβγ−rENaC 発現系を併用

することにより，ENaC の細胞内調節機構にアプローチ

したいと考えている。 

 

 

（12）腸管細菌感染を起こす Vibrio  科細菌が産生する溶血毒の下痢誘発機構 

 

高橋 章，田上奈緒美，角村寧子，粟田志香，前田恭子，中屋 豊 

（徳島大学 医学部 特殊栄養学講座） 

 

腸管細菌感染を起こす Vibrio 科細菌は食中毒の原因

菌として知られている。そのなかで，Vibrio Cholerae 

(non-O1, non-O139), Vibrio mimicus の主要な病原因子と

して溶血毒  (El Tor hemolysin [ETH]，Vibrio mimicus 

hemolysin [VMH]) が考えられている。これらは，単独で

下痢性を有することが報告されているが，その機構は明

らかではない。 

Vibrio 科細菌ではないが Aeromonas sburia の分泌する

溶血毒（ASH）は，細胞内 Ca2+, cAMP を上昇させること

により，腸管上皮細胞からの Cl− 分泌を促進し下痢を引

き起こすことを示唆してきた。ETH と VMH は，ASH と

相同性が高く構造的に類似している。そこで，それぞれ

の毒素が腸管上皮細胞の Cl− 分泌に与える影響を比較

解析した。発表では，それぞれの毒素による反応の異な

る点と同様な点について議論する。 

 

 

（13）大腸上皮 Cl− 分泌時の容積調節機構における Na+-K+-2Cl− コトランスポータの役割 

 

眞鍋健一，森島 繁，岡田泰伸（生理学研究所 機能協関部門） 

 

大腸クリプト上皮が分泌刺激に応答して容積変化を示

すことはクリプト総体の観察によって示唆されてきたが，

個々の上皮細胞の容積変化についての報告は，技術的困

難さから皆無であった。我々は，蛍光色素の退色が少な

く組織標本深部の探索も可能な二光子レーザー顕微鏡法

を用いることにより，クリプト内部の個々の細胞容積変

化を捉える事に成功し，カルバコール刺激すると主とし

てクリプト基底部細胞が縮小し，その後時間経過と共に

元の容積にまで回復することが分った。同様の分泌性容

積減少(secretory volume decrease: SVD)とそれに続く調節

性容積増加(regulatory volume increase: RVI)はヒト大腸上

皮由来の培養細胞 T84においても確認された。RVI にお

けるイオン輸送メカニズムを探るために，細胞外液の

Na+，K+及び Cl−をそれぞれ除去し，T84を用いて細胞容

積測定をしたところ，いずれの場合においても SVD は見

られたがその後の RVI は抑制された。さらに Na+-K+-2Cl−

コトランスポータ(NKCC)阻害剤であるブメタニド処理

によっても RVI は抑制され，モルモット大腸クリプトで

も同様の挙動を示した。以上の結果から，大腸上皮 Cl−

分泌刺激時の RVI には NKCC が重要な役割を果たす事

が結論された。 
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（14）NaCl 流入抑制により活性化された気道上皮細胞の cAMP-調節性線毛運動 

 

中張隆司（大阪医科大学 生理学） 

椎間ちさ（大阪医科大学 第一内科） 

 

ラット肺のエラスタ− ゼ処理により細気管支線毛細胞

を単離した。細気管支線毛細胞の線毛運動周波数 (CBF)

は  terbutaline により濃度依存性に増加した。この 

terbutaline の効果は，細胞内 cAMP を介した反応であっ

た。また，terbutaline は CBF の増加だけではなく細胞

容積の減少も引き起こしていた。今回は，細胞容積減少

と肺の主たる宿主防御機構である CBF の調節について

ビデオ顕微鏡を用いて検討した。 

NaCl の細胞内への流入を阻害する amiloride (1 µM) 

と bumetanide (10 µM) は線毛細胞容積減少を引き起こ

した。この細胞容積減少は terbutaline 非刺激時の CBF 

には影響を及ぼさなかったが，terbutaline (0.5 µM) 刺激

により増加した CBF を著明に増強した。Amiloride (1 µM) 

と bumetanide (10 µM) 存在下で調べた CBF 増加に対す

る terbutaline 濃度依存性は，両阻害剤非存在下の濃度依

存性に較べて，低濃度側へシフトしていた。また，

quinidine (500 µM) は線毛細胞容積を増加させ，terbutaline

による CBF の増加を抑制した。 

これらの結果から，細気管支線毛細胞における cAMP 

調節性線毛運動は細胞内 Cl 濃度（細胞容積）により修

飾されている可能性が考えられた。 
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7．イオンチャネルのプロテオミクスと心血管系疾患の病態に関する新たな展開 

2002 年 11 月 25 日－11 月 26 日 

   代表・世話人：中屋  豊（徳島大学医学部 特殊栄養） 

所内対応者：岡田泰伸 

 

（１）蛋白相互作用によるイオンチャネル調節機構  

古川哲史 1，鄭 雅娟 1，小倉武彦 2，中谷晴昭 2，稲垣暢也 1 

（1秋田大学 医学部 第 1 生理，2千葉大学大学院 大学薬理学） 

（２）新生仔ラット心室筋細胞 CFTR チャネルの虚血障害防御への役割 

浦本裕美，森島 繁，赤塚結子，A.K. Dutta，R.Z. Sabirov，岡田泰伸 

（生理学研究所 細胞器官研究系） 

（３）心筋 Ito を担う Kv4 K チャネルの不活性化および KChIP との機能連関に関わる C 末端アミノ酸に関す

る解析  

今泉祐治，波多野紀行，大矢 進，村木克彦 

（名古屋市立大学大学院 薬学研究科 細胞分子薬効解析学分野） 

（４）KCNJ2-C 末端の遺伝子異常により Kir2.1 の dominant negative 型抑制が認められた Andersen 症候群の 1

例 

保坂幸男，塙 春雄，鷲塚 隆，池主雅臣，古嶋博司，山浦正幸， 

田辺靖貴，渡部 裕，小村 悟，杉浦広隆，廣野 崇，相澤義房                     

（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 循環器分野） 

（５）Kir2.1 チャネル異常による Andersen 症候群～日本人家系における臨床像の検討～  

小堀敦志 1，藤原祐一郎 3，牧山 武 1，大野聖子 1，竹中琴重 1， 

二宮智紀 1，鷹野 誠 2,中村好秀 4，久保義弘 3，堀江 稔 1 

 （1京都大学大学院 循環病態学講座，2生理学第二講座，3東京医科歯科大学大学院  

生理学第二講座，4和歌山赤十字医療センター 第二小児科） 

（６）不顕性心筋 Na チャネル変異による二次性 QT 延長症候群の分子病態  

蒔田直昌１，藍 智彦 2，佐々木孝治 1，横井久卓 1，北畠 顕 1，堀江 稔 2 

（ 1北海道大学 循環病態内科学，2京都大学 循環病態学） 

（７）HERG チャネル脱活性化速度の変化による薬物作用の修飾  

櫛田俊一 1,2，小倉武彦 1，小室一成 2，中谷晴昭 1 

（1千葉大学大学院 医学研究院 薬理学，2循環病態医科学） 

（８）HERG チャネルの活性化ゲートについて 

石井邦明，永井美玲，遠藤政夫（山形大学 医学部 薬理学講座） 

（９）第 III 群抗不整脈薬による HERG チャネル結合の分子機序  

神谷香一郎 1，Mitchesion JS2，Culberson C2，Sanguinetti MC2 

（１名古屋大学 環境医学研究所 液性調節分野，2ユタ大学生理学） 

（10）β2c サブユニットを用いて再構成された L 型 Ca2+チャネルの単一チャネル動態  

鎌田康宏，山田陽一，筒浦理正，関 純彦，當瀬規嗣（札幌医科大学医学部第一生理） 
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（11）電位依存性カルシウムチャネル beta3 サブユニットの循環器系における重要性の検討 

遺伝子改変マウスを用いて 

村上 学 1，山村寿男 2，村木克彦 2，今泉祐治 2，佐藤栄作 1，尾野恭一 1，柳澤輝行 3，飯島俊彦 1, 

（1秋田大学 医学部 薬理学，2名古屋市立大学大学院 薬学研究科 細胞分子薬効解析， 

3東北大学大学院 医学系研究科 分子薬理） 

（12）心室筋における過分極およびリゾリン脂質によるエチジウム流入を伴う内向き電流の誘発 

宋 玉梅，大地陸男（順天堂大学 医学部 第二生理） 

（13）ホメオボックス型転写因子 Csx/Nkx-2.5 を発現させた心筋分化細胞における活動電位と膜電流の形成 

内納智子 1，賀来俊彦 1，山下 昇 1，梶岡俊一 1，門前幸志郎 2，小室一成３，小野克重 1 

（１大分医科大学 医学部 循環病態制御講座，2東京大学大学院 医学系研究科 器官病態内科学， 

３千葉大学大学院 医学研究院 循環病態医科学） 

（14）心・血管系 ATP 感受性 K チャネルに対する K チャネル開口薬の作動分子機構 

山田充彦，倉智嘉久（大阪大学大学院 医学研究科 情報薬理学講座） 

（15）Split SUR の機能解析 

鷹野 誠，倉富 忍（京都大学 医学研究科 細胞機能制御学） 

（16）ラット心筋細胞の ATP 感受性 K チャネルに及ぼす propofol の影響- 

Anesthesic preconditioning との関連について 

河野 崇 1，堤 保夫 1，大下修造 1，高橋 章 2，中屋 豊 2（1徳島大学 医学部 麻酔科，2特殊栄養） 

（17）細胞膜 PIP２による心筋緩徐活性型遅延整流性 K+チャネル IKs の制御  

松浦 博，丁 維光（滋賀医科大学生理学第二） 

 

（18）プロテオミクス研究からのチャネル蛋白安定化による心房細動のテーラーメード治療開発研究の試み：

医工学連携プロジェクトを用いて  

久留一郎，佐々木紀仁（鳥取大学循環器内科） 

 

【参加者名】 

蒔田直昌，横井久卓（北海道大院），富瀬規嗣，鎌田康

宏 （札幌医科大），村上学，尾野恭一，古川哲史（秋田

大 医），保坂幸男，鷲塚隆，小村 悟（新潟大院），石井

邦明，永井美玲（山形大 医），櫛田俊一（千葉大院），

萩原誠久（東京女子医科大），大地陸男，宋玉梅（順天

堂大 医），神谷香一郎（名古屋大 環研），今泉 祐治，

波多野紀行，大矢進，村木克彦，坂本多穂，森村 浩三

（名古屋市大），松浦博，丁（林）維光（滋賀医科大），

堀江稔（滋賀医科大），小堀敦志，鷹野誠，倉富 忍（京

都大院），山田充彦（大阪大院），久留一郎，佐々木紀仁

（鳥取大 医），小野克重，内納智子（大分医科大），中

屋豊，高橋章，河野崇，前田恭子，粟田志香，中尾成恵

（徳島大 医），浦本裕美，森島繁，赤塚結子，A.K. Dutta，

R.Z. Sabirov，岡田泰伸（生理研） 

 

【概要】 

分子生物学的手法の進歩によりイオンチャネルの分

子構造とその機能相関が解明されつつある。細胞膜上に

存在し，細胞へのイオンの透過を制御するイオンチャネ

ルは，筋収縮，神経伝達物質の放出，インスリンの分泌

など重要な生体反応の仕組みの一端を担っており，創薬

の有望なターゲットとして注目されている。ポストゲノ

ムシークエンスの時代の中心的テーマは，遺伝子，特に

疾患関連遺伝子の探索による新しい創薬ターゲット，治

療ターゲットになる遺伝子の解明である。しかし， 近

になって，遺伝子から翻訳後の修飾の多様性と不均一性

が複雑であるため，遺伝子解析だけではゲノム医療への

応用に限界があることが知られるようになり，タンパク

質／プロテオームの解明に基づいた「プロテオミクス」

への取組みの重要性が認識され始めている。パッチクラ
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ンプなどの電気生理学的手法による電流測定は微細な細

胞機能の変化を定量的に検討できるため，これらの遺伝

子の構造機能解析に適している。しかし，イオンチャネ

ルの構造異常に基づく機能障害（疾患）の研究（プロテオ

ミクス）さらには治療法の確立への新しい情報をうるこ

とについては，異なった分野の研究技法および知識が要

求される。すなわち，電気生理学のみならず，分子生物

学，細胞工学，遺伝子工学等の様々な専門分野の基礎研

究者及び臨床研究者が互いに意見を交換し，協力して研

究を押し進めていく必要がある。本研究会では，心血管

領域の基礎及び臨床研究者が集い，様々の側面からイオ

ンチャネルの機能と構造に関する 新の研究成果を発表

して情報を交換する。本研究会はイオンチャネルの生理

学および分子生物学的研究の間口を広げ，更にイオンチ

ャネルに起因する心血管病態，治療を理解するための有

意義な機会を提供する。

 

 

（1）蛋白相互作用によるイオンチャネル調節機構 

 

古川哲史 1，鄭 雅娟 1，小倉武彦 2，中谷晴昭 2，稲垣暢也 1 

（1秋田大学 医学部 第 1 生理，2千葉大学大学院 大学薬理学） 

 

タンパク間相互作用はポストゲノム研究において，機

能未知の遺伝子の役割を結合する分子種から類推する

という重要な役割を持つ。今回，酵母 2 ハイブリッド法

により種々のイオンチャネルに結合するタンパクを同

定し，その生理的・病態的役割を検討した。クロライド

チャネル ClC-2 は複数の細胞周期・増殖関連分子と結合

し，細胞周期Ｍ期特異的に発現することが判明した。こ

れには M 期特異的サイクリン依存性キナーゼ

p34cdc2/cyclin BによるClC-2チャネルの直接的リン酸化，

これを引き金とするユビキチン化が関与する。クロライ

ドチャネルClC-3Bは上皮 PDZ 含有タンパク EBP50と結

合し，CFTR 存在下に protein kinase A 依存性に活性化さ

れ，上皮のクロライドイオンベクトル輸送に関与する可

能性が示唆された。カリウムチャネル b サブユニット

minK は筋原線維特異的タンパク T-cap と結合し，T 管と

Z 盤の分子リンカーであることが判明し，心筋細胞の

mechano-electrical feedback 機構に関与する可能性が示唆

された。 

 

 

（2）新生仔ラット心室筋細胞 CFTR チャネルと虚血障害 

 

浦本裕美，森島 繁，赤塚結子，A.K. Dutta，R.Z. Sabirov，岡田泰伸 

（生理学研究所 細胞器官研究系） 

 

CFTR の機能は上皮細胞においてよく調べられている

が，心室筋細胞に発現している CFTR の機能については

あまりよく分かっていない。今回，我々は培養ラット新

生仔心室筋細胞において虚血モデル実験を行い，この点

の検討を始めた。細胞を酸素・グルコース・アミノ酸除

去という「虚血」条件に数時間置き，その後に酸素・グ

ルコース・アミノ酸投与する「再灌流」条件に置いて 4

日目に，MTT 測定によって細胞生存率を測定したところ，

CFTR チャネルのブロッカーで同時処理した細胞でのみ

著しい生存率の低下が認められた。また，「虚血」処理

後にホールセル電流記録を行い，PKA 活性化カクテルで

CFTR を刺激したところ，虚血処理をしていない細胞に

比べ大きな電流活性化が見られた。これらの結果，新生

仔ラット心室筋細胞の CFTR チャネルは虚血障害に関係

していることが示唆された。

 

 

 

 



研究会報告 

227 

（3）心筋 Ito を担う Kv4 K チャネルの不活性化および KChIP との機能連関に関わる 

C 末端アミノ酸に関する解析 

 

今泉祐治，波多野紀行，大矢 進，村木克彦 

（名古屋市立大学大学院 薬学研究科 細胞分子薬効解析学分野） 

 

心臓の早期不活性化 K+電流を担うチャネルである電

位依存性 K+チャネル，Kv4 の活性化・不活性化の電位依

存性の分子機構はKv1サブファミリーに比べ不明な点が

多い。我々はこれまでに脳において細胞内 C 末端領域の

配列が異なる Kv4.3 スプライスバリアントが少なくとも

3 種類存在することを明らかにしている。今回 Kv4.3 の

活性化・不活性化制御の分子メカニズムにおける細胞内

C 末端領域の役割を詳細に検討した。また Kv4 サブファ

ミリー特異的βサブユニット KChIP2S を共発現させ，細

胞内 C 末端領域と KChIP2S との相互作用も併せて検討

した。 

細胞内 C 末端領域欠損変異体を用いた実験結果より，

細胞内 C 末端領域（421-429）は活性化・不活性化の電位

依存性を高度に調節していることが明らかになった。さ

らに点変異体を用いた実験結果より，421-429 番目のア

ミノ酸の中で電位依存性調節機構にとって重要な 2 個の

アミノ酸を同定した。この 2 個のアミノ酸は Kv4 サブフ

ァミリーで保存されていることから，Kv4 サブファミリ

ー内で共通の電位依存性調節機構が存在すると考えられ

る。また，チャネル孔から離れた細胞内 C 末端領域

（488-636）が，KChIP2S との機能連関に重要であることも

初めて明らかにした。

 

 

（4）KCNJ2-C 末端の遺伝子異常により Kir2.1 の dominant negative 型抑制が認められた 

Andersen 症候群の 1 例 

 

保坂幸男，塙 春雄，鷲塚 隆，池主雅臣，古嶋博司，山浦正幸， 

田辺靖貴，渡部 裕，小村 悟，杉浦広隆，廣野 崇，相澤義房 

（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 循環器分野） 

 

【背景】周期性四肢麻痺・心室性不整脈・形態異常を三

徴とするアンデルセン症候群は遺伝性疾患であり， 近，

内向き整流カリウムチャネルをコードする KCNJ2 の遺

伝子変異が報告された。 

【方法と結果】我々はアンデルセン症候群の 1 症例にて

臨床的・分子生物学的解析を試み，KCNJ2 の C 末端に新

しい遺伝子変異（G215D）を認めた。心電図では QT 間隔

の延長，突出したU波，頻発する心室性期外収縮を認め，

心臓電気生理検査にて多形性心室頻拍が誘発された。

COS7 細胞を用いた全細胞パッチクランプ法にて変異型

単独では電流発現を認めず，野生型との共発現では

Dominant negative 効果を認めた。野生型と変異型を蛍光

蛋白（YFP，CFP）で標識した共焦点蛍光顕微鏡の解析で

は，野生型と変異型の細胞内輸送，局在に差を認めず，

細胞膜領域に発現した。また，野生型と変異型を共発現

した細胞膜領域での fluorescence resonance energy transfer

（FRET）の解析では，カリウムチャネルが野生型と変異

型の複合体であることが示唆された。 

【結語】変異型は細胞内輸送，局在で野生型と差を認め

ず，野生型と複合体を形成し，Dominant negative 効果を

発揮すると考えられた。本症例の遺伝子変異（G215D）

はアンデルセン症候群の原因と考えられた 
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（5）Kir2.1 チャネル異常による Andersen 症候群～日本人家系における臨床像の検討～ 

 

小堀敦志 1，藤原祐一郎 3，牧山 武 1，大野聖子 1，竹中琴重 1， 

二宮智紀 1，鷹野 誠 2，中村好秀 4，久保義弘 3，堀江 稔 1 

（ 1京都大学大学院 循環病態学講座，2生理学第二講座，3東京医科歯科大学大学院 生理学 

第二講座，4和歌山赤十字医療センター 第二小児科） 

 

【背景】Andersen 症候群は，（1）周期性四肢麻痺，（2）特

異な骨格異常，（3）QT 延長と心室性不整脈を 3主徴とし，

Kir2.1をコードするKCNJ2が原因遺伝子として同定され

ている。 

【方法】我々は連続する 73 症例の QT 延長症候群患者に

対し，KCNJ2 遺伝子の検索を行い，その機能解析と臨床

像の検討を行った。 

【結果】3 つの mutation を 3 家系 5 症例にて同定した。

G144S（KCNJ2）チャネルは，無機能で強い Dominant 

Negative Suppression（DNS）を示した。T192A（KCNJ2）

チャネルは無機能・弱い DNS，P351S（KCNJ2）チャネ

ルはほぼ正常機能であった。また G144S（KCNJ2）症例

に並存していた A341V（KCNQ1）チャネルは，無機能

で DNS は示さず，P351S（KCNJ2）症例に並存していた

G643S（KCNQ1）は，弱い機能低下を示した。G144S 家

系は明確に 3 主徴がそろい，繰り返す失神と頻発する

PVC・二方向性心室頻拍（VT）がみられた。T192A 家系

では失神は無いが，PVC 頻発と VT・軽微な骨格異常・

麻痺発作がみられた。P351S 家系は骨格異常と麻痺発作

が無く，QT 延長・失神がみられた。 

【結論】我々の症例では，KCNQ1 遺伝子異常が KCNJ2

による Andersen 症候群の心臓症状を増悪させたと考え

られた。また異常 KCNJ2 チャネルの機能障害の程度は，

Andersen症候群の臨床像によく相関していると思われた。

 

 

（6）不顕性心筋 Na チャネル変異による二次性 QT 延長症候群の分子病態 

 

蒔田直昌 1，藍 智彦 2，佐々木孝治 1，横井久卓 1，北畠 顕 1，堀江 稔 2 

（1北海道大学 循環病態内科学，2京都大学 循環病態学） 

 

先天性 QT 延長症候群（LQTS）は心筋 K+チャネルや

Na+チャネルを責任遺伝子とする比較的希な遺伝性不整

脈である。一方，二次性 LQTS は薬物代謝異常・徐脈・

低K血症など様々な外的誘因によって引き起こされるこ

とが多く，臨床的にも比較的頻度が高い。 近，薬剤誘

発性二次性LQTSの一部にK+チャネルの遺伝子多型や不

顕性変異が報告され，二次性 LQTS の少なくとも一部に

は，心筋イオンチャネルの遺伝的分子基盤が存在すると

考えられる。 

我々は，シサプリドによって torsade de pointes と著明

な QT 延長を呈した二次性 LQTS 症例の遺伝子解析を行

い，心筋 Na+チャネル SCN5A の C 末端にミスセンス変

異 L1825P を同定した。変異 Na+チャネル cDNA を哺乳

類培養細胞 tsA201 に発現させ，パッチクランプ法で全細

胞 Na+電流を記録した。L1825P は持続性の遅延電流と電

流減衰の遅延を示した。さらに，これらの LQT3 に特異

的な「gain-of-function」に加えて，L1825P は Brugada 症

候群に特徴的な「loss-of-function」も併せ持っていること

が判明した。活性化・不活性化の膜電位依存性はそれぞ

れ脱分極側・再分極側に大きく偏移しており，不活性化

からの回復が遅延していた。さらに L1825P は closed-state 

inactivation が大きく亢進していた。一方，IKr ブロック

を有するシサプリドは L1825P に対する直接作用は影響

は示さなかった。これらの結果から，L1825P の持つ機能

異常はいわゆる「再分極予備能」によって不顕性化して

いたが，シサプリドに IKr ブロックよって再分極予備能

が破綻し，QT 延長と致死性不整脈が誘発されたと推測

された。二次性 LQTS の病態にはこのような不顕性チャ

ネル変異が関与していると思われる。
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（7）HERG チャネル脱活性化速度の変化による薬物作用の修飾 

 

櫛田俊一 1,2，小倉武彦 1，小室一成 2，中谷晴昭 1 

（1千葉大学大学院 医学研究院 薬理学，2循環病態医科学） 

 

【目的】HERG の S6Ｃ端に位置するアミノ酸残基の変異

がチャネルの gating kinetics にいかなる影響を及ぼすか，

また，III 群抗不整脈薬の抑制効果が gating kinetics の変

化により影響を受けるか否かを検討すること。 

【方法】S6C 端のアミノ酸残基（Q664~S668）をそれぞ

れアラニンに置換した変異株を Xenopus oocytes に発現

させて gating kinetics を解析した。Gating kinetics が変化

した変異株の電流に対する nifekalant の抑制効果を，野

生株（WT）の場合と比較した。 

【結果】S6C 端のいずれの変異株においても，gating 

kinetics に変化が生じた。Nifekalant の抑制効果は，WT

に比べ脱活性化速度の遅い R665A では減少し，脱活性化

速度の速い L666A では増強した。 

【結論】S6C 端のアミノ酸残基はチャネルの gating 

kinetics に深く関与していると考えられた。HERG チャネ

ルに対する nifekalant の抑制効果は脱活性化速度の変化

により影響を受けることが示唆された。

 

 

（8）HERG チャネルの活性化ゲートについて 

 

石井邦明，永井美玲，遠藤政夫 （山形大学 医学部 薬理学講座） 

 

HERG およびその変異体を用いてメタンスルフォンア

ニリド（MS）化合物のチャネル孔内へのトラッピングを

検討したところ，647 番目のアミノ酸（S6 に存在する）

の点変異体において静止状態のチャネルから E-4031 が

解離していることを示唆する結果が得られた。同じ MS

化合物であっても dofetilide の場合は殆ど解離が認めら

れなかった。また，野生型の HERG チャネルにおいては

両薬物とも完全にチャネル孔内にトラップされていた。

薬物が静止状態のチャネルから解離する原因として活性

化ゲートに異常が起きている可能性を考えたが，

steady-state activation curves の結果からすると，その可能

性は低そうであった。また別の可能性として，変異によ

ってチャネル内に薬物を保持できるだけのスペースが無

くなってしまっている可能性を考え，両薬物の分子サイ

ズを求めた。僅かではあったが E-4031 の方が大きく，そ

のことが両薬物の解離の違いを説明できるかも知れない

と考えられた。また別の内容であるが，S6 の点変異体で

野生型とは全く正反対に過分極パルスによって開口する

ようなものが得られており，今後の検討によって電位セ

ンサーと活性化ゲートのカップリングに関する新たな知

見が得られるものと考えている。 

 

 

（9）第 III 群抗不整脈薬による HERG チャネル結合の分子機序 

  

神谷香一郎 1，Mitchesion JS2，Culberson C2，Sanguinetti MC2 

（1名古屋大学 環境医学研究所 液性調節分野，2ユタ大学 生理学） 

 

薬物誘発性の QT 延長症候群は，広汎な薬剤により心

筋 K チャネルの中でも IKｒ（HERG チャネル）を選択的

に抑制して引き起こされる。ところがその分子機序は不

明であり，創薬の面から重大な社会問題になっている。

我々は，第 III 群抗不整脈薬による HERG チャネル抑制

の分子機序を解明する目的で，HERG チャネル S6 の 20

個のアミノ酸残基を alanine-scanning 法で置換し，発現し

た電流に対する薬物の作用を観察した。さらにこの実験

結果にもとづき薬物分子とHERGチャネルの結合に関す

る 3 次元モデルを構築してその分子機序を推定した。薬
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物として，methanesulfoanilide 系第 III 群抗不整脈薬であ

る MK-499，dofetilide，E-4031，non-methanesulfoanilide

系系第 III 群抗不整脈薬の nifekalant，強心薬（vesnarinone），

抗不整脈薬 bepridil，を用いた。その結果，薬物分子はこ

の空隙を裏打ちするαへリックス構造の空隙側の特定の

アミノ酸残基（Tyr652，Phe656 など）と結合すること，

と薬物分子とアミノ酸残基の結合には π結合が関与する

こと，などを明らかにした。今後，このような構造-機能

関連に関する分析を発展させることにより，薬物誘発性

QT 延長症候群の機序並びにそれを予防する特定の薬物

分子構造が解明されると考える。 

 

 

（10）β2c サブユニットを用いて再構成された L 型 Ca2+チャネルの単一チャネル動態 

 

鎌田康宏，山田陽一，筒浦理正，関 純彦，當瀬規嗣 （札幌医科大学 医学部 第一生理） 

 

近年，L 型 Ca2+チャネルは分子構造の解明が進み，特

に βサブユニットは Ca2+チャネルの不活性化や発現の促

進などに重要であると考えられている。これまでラット

心筋の βサブユニットは β2a サブユニットであると報告

されていたが，機能・構造両面からの詳細な検討は行わ

れていない。 近我々は新しい βサブユニットをクロー

ニングし（β2c サブユニット），これがラットの心筋に発

現し機能している βサブユニットであると報告した。今

回我々は β2c サブユニットによって再構成されたチャネ

ルの single-channel 記録を行い，ラット心筋の L 型 Ca2+

チャネルにおける β2c サブユニットの役割について検討

し β2a サブユニットと比較した。ラット心筋由来の α1c

サブユニット，α2δ サブユニットとともにラット脳由来

の β2a サブユニット，ラット心筋由来の β2c サブユニッ

トを一過性に発現させたCOS-7細胞のCa2+チャネルとラ

ットの単離心筋のそれとを比較検討した。β2c サブユニ

ットを含んだチャネルは β2a サブユニットを含んだチャ

ネルに比し，開口確率の高いトレースを観察する頻度が

小さく，開状態で速い時定数を示し，これは native な単

離心筋細胞で記録されたものと同等であった。

 

 

（11）電位依存性カルシウムチャネル beta3 サブユニットの循環器系における重要性の検討 

（遺伝子改変マウスを用いて） 

 

村上 学 1,山村寿男 2,村木克彦 2,今泉祐治 2,佐藤栄作 1,尾野恭一 1,柳澤輝行 3,飯島俊彦 1 

（1秋田大学 医学部 薬理学,2名古屋市立大学大学院 薬学研究科 細胞分子薬効解析, 
3東北大学大学院 医学系研究科 分子薬理） 

 

電位依存性カルシウムチャネルβサブユニットはチャ

ネルを通過する電流量や細胞膜表面のチャネル数を調節

するなどの役割を担うと考えられている。我々はβ3 に注

目し，同サブユニットが血管平滑筋，および心筋に発現

が認められ，L 型カルシウムチャネルを構成すると考え

られることから，β3 サブユニット欠損マウスを用いて，

同遺伝子欠損による循環器系への影響を調べた。 

β3 サブユニット欠損マウスはウエスタン解析，ジヒド

ロピリジン結合実験，およびパッチクランプ法によるバ

リウム電流量の検討の結果より，血管平滑筋において有

意に L 型カルシウムチャネル数が低下していた。免疫染

色ではチャネル分布（α1C）に異常は認められなかった

が，細胞内カルシウムの測定実験において，ジルチアゼ

ムに対する有意な反応性の低下を認めた。平常時血圧に

は異常がないものの，ジヒドロピリジンによる降圧作用

の低下が認められた。さらに，高塩分食により血圧上昇

および血圧上昇に伴うと考えられる血管壁の肥厚など病

理学的変化が認められた。 

 

 

 



研究会報告 

231 

（12）心室筋における過分極およびリゾリン脂質によるエチジウム流入を伴う内向き電流の誘発 

 

宋 玉梅，大地陸男 （順天堂大学 医学部 第二生理） 

 

細胞膜は強い電気的パルスや界面活性剤で穿孔され

る。穿孔は除細動通電でもおこる。リゾホスファチジル

コリン（LPC）は心臓で虚血時に生成され，不整脈や細

胞障害をもたらす。ウサギ心室筋をホールセルクランプ

し，膜電流および膜透過性が低く DNA と結合して蛍光

を増大する ethidium bromide （EB）蛍光を測定した。維持

電位を-20 mVに設定し，40 s の過分極パルス（-80 ～ -180 

mV）を 2 分間隔で与えると，およそ-140 mV で不規則な

内向き電流（Ihi）が発生した。また，-80 mV のパルスを

反復しつつ LPC（10 mM）を適用すると，急速な上昇と

緩やかな減衰を示す活動電位誘発可能な Ihi が誘発され

た。いずれにおいても過分極中の Ihi 積分と核 EB 蛍光

の増大は，時間的にも電位依存性においても平行的に増

大した。以上の結果は，過分極および LPC が膜穿孔を誘

発し異常興奮および Ca の細胞内過負荷による細胞死を

もたらすことを示唆する。ポリエチレングリコール（0.5% 

W/V）あるいは Poloxamer188（0.5 mM）を LPC と同時投

与すると，核 EB 蛍光の増大のみが著しく低下した。こ

れら親水性ポリマーは大きな穿孔を選択的に修復する

可能性が示唆された。 

 

 

（13）ホメオボックス型転写因子 Csx/Nkx-2.5 を発現させた心筋分化細胞における 

活動電位と膜電流の形成 

 

内納智子 1，賀来俊彦 1，山下 昇 1，梶岡俊一 1，門前幸志郎 2，小室一成 3，小野克重 1 

   （1大分医科大学 医学部 循環病態制御講座，2東京大学大学院 医学系研究科 

器官病態内科学,3千葉大学大学院 医学研究院 循環病態医科学） 

 

【目的】心筋の分化に伴う膜電流と活動電位の経時的変

化における転写因子 Csx/Nkx-2.5 の制御機能について検

討した。 

【方法】 P19CL6 細胞に Csx/Nkx-2.5 の cDNA を

transfection して，安定した cell line を得た（以下 Csx 細

胞）。P19CL6 細胞と Csx 細胞を 1％DMSO 加培養液によ

り心筋分化誘導し，1）心筋分化誘導前，2）誘導 5 日後，

3）拍動開始初期，4）後期にパッチクランプ法を用いて

膜電流と活動電位の測定を行った。 

【結果】拍動速度は CL6 細胞では分化に伴い増加した

が，Csx 細胞では逆に減少した。電流密度は両細胞とも

INa に変化はなく，ICa は分化に伴い増加して，ICa,L の

割合が増加した。IK,term は CL6 細胞では分化に伴い減

少したが，Csx 細胞では増加した。また Ito は両細胞とも

分化に従い減少していたが，CL6 細胞で著明であった。 

【結語】転写因子 Csx/Nkx-2.5 はイオンチャネルのうち

特に K+チャネルの発現を制御することが示唆された。

 

 

（14）心・血管系 ATP 感受性 K チャネルに対する K チャネル開口薬の作動分子機構 

 

山田充彦，倉智嘉久 （大阪大学大学院 医学研究科 情報薬理学講座） 

 

ATP 感受性 K+（KATP）チャネルは，ABC 蛋白質 SUR

と K+チャネルサブユニット Kir6.2 で構成される。SUR2A

と 2B は，それぞれ心筋・血管平滑筋型 KATPチャネルに

含まれ，C 末 42 アミノ酸（C42）だけが異なる。我々は，

C42 が，SUR のヌクレオチド結合ドメイン（NBD）2 とヌ

クレオチドの連関を制御すると報告してきた。ニコラン

ジルは，SUR2B-Kir6.2 チャネルを SUR2A-Kir6.2 チャネ

ルより約 100 倍高いポテンシーで活性化する。今回我々

は，ニコランジルのこの弁別的効果における NBD1 と 2

の関与を，各 NBD に点変異（K707A と K1348A）を加え
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検討した。インサイドアウトパッチで，ADP（10 µM）は

ニコランジル（1 mM）の効果を著明に増強した。ADP のこ

の効果は，SUR2A（K707A）-，SUR2A（K1348A）-，SUR2B

（K707A）-Kir6.2 チャネルで消失，SUR2B（K1348A）-Kir6.2

チャネルで減弱した。ニコランジルは，ATP（1 mM）と

ADP（100 µM）共存下に SUR2A-，SUR2A（K707A）-，

SUR2A（K1348A）-Kir6.2 チャネルを，それぞれ EC50 0.1，

>>10，~10 mM で，また ATP（1 mM）存在下に SUR2B-，

SUR2B（K707A）-，SUR2B（K1348A）-Kir6.2 チャネルを，

それぞれ EC50 0.01， >>1，0.1 mM で活性化した。以上から，

（1）ニコランジルの効果は，ヌクレオチドと NBD との

連関，特に NBD1 との連関に依存し，（2）ヌクレオチド

／NBD 連関は，ニコランジルの SUR2A-Kir6.2 チャネル

活性化より SUR2B-Kir6.2 チャネル活性化に強く寄与す

ること，（3）その結果 SUR2B-Kir6.2 チャネルが SUR2A- 

Kir6.2 チャネルよりニコランジル感受性が高いこと，（4）

従って C42 は NBD1 と 2 双方の機能を修飾し，ニコラン

ジルの弁別的効果に関与することが分かった。

 

 

（15）Split SUR の機能解析 

 

鷹野 誠，倉富 忍 （京都大学 医学研究科 細胞機能制御学） 

 

ATP 感受性 K チャネル（KATP）は Kir6.2 と ATP binding 

cassette superfamily（ABC 蛋白）の一種， sulfonylurea 

receptor（SUR）から構成される。哺乳類の細胞に存在す

る SUR 等の ABC 蛋白は二つのヌクレオチド結合ドメイ

ン（NBF）を持つが，HisP 等のバクテリアの ABC 蛋白

は一つのNBFだけを持ちかつ二量体を形成するため half 

size ABC 蛋白と呼ばれている。そこで SUR2A の NBF1

の前後において停止コドンおよび開始コドンを挿入する

ことにより二つに分割した Split SUR 分子を作成し，split 

SUR が half size ABC 蛋白と同様に機能するかを検討し

た。SUR2A-N640・C643，SUR2A-N940・C941 は Kir6.2

と共発現させると pinacidil によって活性化される KATP

チャネルとして機能した。しかし SUR2A-N970・C971

は細胞膜への輸送障害が起こることが判明した。

 

 

（16）ラット心筋細胞の ATP 感受性 K チャネルに及ぼす propofol の影響 

-Anesthesic preconditioning との関連について 

 

        河野 崇 1，堤 保夫 1，大下修造 1，高橋 章 2，中屋 豊 2 

（1徳島大学 医学部 麻酔科，2特殊栄養） 

 

先行する短時間の心筋虚血，あるいは揮発性吸入麻酔

薬の前投与が，続いて起こる長時間の心筋虚血に対して

保護的に作用することが分かり，それぞれ ischemic 

preconditioning，anesthetic preconditioningと呼ばれている。

これらの心筋保護効果の詳細な機序については解明され

ていない部分が多いが，ATP 感受性 K チャネル（KATPチ

ャネル）が重要な役割を果たすと考えられている。 

Propofol は麻酔深度の調節性に富む静脈麻酔薬で広く

臨床使用されており，心臓外科領域での使用頻度も高い。

本研究では，ラット遊離単一心室筋細胞の細胞膜および

ミトコンドリア KATP チャネルに及ぼす Propofol 

（0.4-60.1 µg/ml）の影響をパッチクランプ法および蛍光法

を用いて検討した。 

Wister（200-250g）の心臓をランゲンドルフ法により灌

流し，酵素灌流法により遊離単一心筋細胞を取り出した。

心筋虚血モデルとして，パッチクランプ法の cell-attached

法では 2,4-dinitrophenol（ミトコンドリアでの ATP 合成

阻害薬）を含んだ溶液で，一方 inside-out 法では ATP を

含まない溶液で細胞を還流することにより細胞膜 KATP

チャネルを活性化させた。cell-attached 法，inside-out 法

ともに，Propofol は活性化した細胞膜 KATPチャネルを濃

度依存性に抑制した（EC50: 14.2 µg/ml，11.4 µg/ml）。ま

た，Propofol は KATP チャネルのコンダクタンスに影響を

与えず，その効果は可逆的であった。さらに，Propofol は
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ミトコンドリア KATP チャネルの開口薬であるジアゾキシ

ドにより誘導された内因性フラボプロテインの自家蛍光

を可逆的かつ濃度依存性に抑制した（EC50:14.6 µg/ml）。

 

 

（17）細胞膜 PIP2による心筋緩徐活性型遅延整流性 K＋チャネル（IKs）の制御 

 

松浦 博，丁 維光 （滋賀医科大学 生理学第二） 

 

心筋細胞に広く分布する緩徐活性型遅延整流性 K+チ

ャネル（IKs） は活動電位の再分極過程を制御する重要な

電流系であり，種々の神経伝達物質やホルモン，もしく

は細胞内情報伝達機構の調節を受けている。今回我々は，

細胞膜構成リン脂質であるホスファチジルイノシトー

ル 4,5-二リン酸 （PIP2）による IKs の調節機構について，

モルモット洞房結節細胞および心房筋細胞に全細胞

型パッチクランプ法を適用して検討した。その結果，1）

細胞膜 PIP2 含量を減少させる wortmannin（50 µM）を投

与すると，IKs は約 2 倍に増大した。2）細胞内に抗 PIP2

抗体を投与すると IKs は約 1.9 倍に増大した。3）細胞内に

PIP（2100 µM）を負荷すると IKs は著明に減少した。 4）

PIP2 のもつ陰性荷電を中和することが知られている

neomycin（50 µM）や Al3+イオン（50 µM）を細胞内に投

与すると IKs の増大反応が誘発された。これらの実験か

ら，細胞膜 PIP2 は IKs に対して抑制性作用をおよぼし，

それには PIP2 のもつ陰性荷電が関わっていると考えら

れた。加えて，細胞外 ATP は P2Y 受容体-G 蛋白（Gq）

-ホスホリパーゼ C（PLC）を活性化して IKs を増大させる

ことが知られているが，細胞内に PIP2（100 µM）を負荷

した細胞においてはこの ATP による増大反応がほとん

ど消失した。よって，P2Y 受容体刺激による IKs の増大

機構として PLC 活性化に伴う細胞膜 PIP2 の減少が関わ

っていると考えられた。

 

 

（18）プロテオミクス研究からのチャネル蛋白安定化による 

心房細動のテーラーメード治療開発研究の試み： 医工学連携プロジェクトを用いて 

 

久留一郎，佐々木紀仁 （鳥取大学 循環器内科） 

 

心房細動の難治化の原因に心房筋の電気的リモデリ

ングにより抗不整脈薬の分子ターゲットであるチャネ

ル数が減少することが指摘されている。我々は心房細動

患者の心房筋のKv1.5チャネルは洞調律患者に比較して

有意にユビキチン化されチャネル蛋白が不安定化しそ

の発現が減少している事を見出した。この事実に基づい

てチャネルの分解量を制御することで抗不整脈薬の分

子ターゲットであるKv1.5チャネルを安定化する事で電

気的リモデリングを克服できる可能性がある。Kv 1.5 の

半減期はpulse chase法で14.9時間と短時間で分解される

short-lived 蛋白であり，proteasome inhibitor である MG132

の前処置は半減期を 1.7 倍に有意に延長する。Kv1.5 は

コントロール状態で ubiquitin 化をされており，MG132

の 投 与 に よ り 著 し く ubiquitin 化 を 受 け る 。

lysosomal/endosomal inhibitor である chloroquine の前処置

では Kv1.5 の半減期は変化しない。共焦点レーザー顕微

鏡にて Kv1.5 の細胞内局在を検討すると Kv1.5 は小胞体，

Golgi 体および microtubules に局在するが，endosome に

は局在しない。MG132 の前処置群により Golgi，小胞体，

microtubules に局在が増加する。さらに MG132 の前処置

は細胞膜での IKur 電流の増加をきたす。これらの事実

より Kv1.5 は ubiquitin-proteasome 系で速やかに分解され

る。Na+ channel blocker は ubiquitin-proteasome 系を抑制

し，中でも Pilsicainide は有効血中濃度で ubiquitin- 

proteasome系を抑制しKv1.5を安定化する事で IKur電流

の増加をきたす。これらの結果は培養細胞のみならず心

房筋を用いた研究で確認された。この結果を演繹すれば，

proteasome 阻害作用を有する pilsicainide が心房リモデ

リングにより減少した膜の Kv1.5 を増加させ，心房筋に

特異的な IKur を増加させる。つまり心房リモデリング

において pilsicainide の前投与により Kv1.5を増加し薬剤

の分子ターゲットを再生することで Ikur blocker の効果
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を増強する新しい薬理学的治療法となる可能性を示す。

現在工学部と連携してポイントフッ素化した pilsicainide

を作成し20Sプロテアソームと Na+ channelを共通に阻害

する反応基を同定しそれぞれの 3次元構造よりプロテア

ソームの結合部位の同定を試みている。 さらに HSP72

やチャネル結合蛋白が分子シャペロンとしてチャネル

の安定化に寄与する事を見出し，これらのツールを用い

ての薬理学的なチャネル安定化が心房細動の治療とし

て期待できる事を示す。さらには心房細動患者ゲノムの

チャネル蛋白の安定性に関連する SNPｓを検討する事

で疾患感受性遺伝子の探査も行っている。
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８．グリア細胞と脳機能発現 

2002 年 9 月 6 日－9 月 7 日 

代表・世話人：井上芳郎（北海道大学大学院 医学研究科） 

所内対応教官：池中一裕 

 

（１）発達脳における放射状グリアの移動 -第 3 報- 

山田恵子（北海道大学大学院 医学研究科 生体構造解析学分野） 

（２）小脳グリア細胞の分化能 

篠田陽子（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

（３）発達期マウス体性感覚系におけるグルタミン酸トランスポーターGLT1 の発現スイッチとバレル形成 

高崎千尋（北海道大学大学院 医学研究科 生体構造解析学分野） 

（４）モノクロナール抗体を利用したアストロサイトの細胞系譜の解析 

小川泰弘（生理学研究所 神経情報研究部門） 

（５）マウス胎仔脳における中性アミノ酸トランスポーターASCT1 の細胞発現 

境 和久（北海道大学大学院 医学研究科 生体構造解析学分野） 

（６）「L-Serine 合成酵素 3PGDH 遺伝子(Mouse 3PGDH)の転写調節機構の解析」 

清水基宏（静岡県立大学 薬学部/理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

（７）basic helix-loop-helix 型転写因子 Olig ファミリーのニューロン，グリア分化における役割 

竹林浩秀（生理学研究所 神経情報研究部門） 

（８）培養アストロサイトにおける細胞内カルシウム動態の MAP キナーゼ経路による制御 

本 孝則（東京薬科大学 生命科学部 生体高次機能学） 

（９）IP3 / Ca 経路から見たアストロサイトとニューロンの比較 

森田光洋（東京薬科大学 生命科学部 生体高次機能学） 

（10）培養アストロサイトにおける NO 産生経路の培養条件に伴った変換機構 

小柄 渚（東京薬科大学 生命科学部 生体高次機能学） 

（11）神経系における 4 回膜貫通蛋白質 CD9 および CD81 の相補的分布と機能分担 

石橋智子（東京薬科大学 薬学部 機能形態学講座/生理学研究所 神経情報研究部門） 

（12）脱髄モデルマウスへの神経幹細胞の移植 

松本路生（生理学研究所 神経情報研究部門） 

（13）FLRG（follistatin-related gene）mRNA とそのタンパク質産物の発現誘導 

— 特に transforming growth factor-β1 と脳障害との関連において 

大澤良之（大阪大学大学院 医学系研究科 情報伝達医学専攻機能形態学） 

（14）けいれん重積発作後のミクログリア活性化と神経新生の経時的変化 

久村隆二（藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 難病治療共同研究部門/名古屋大学大学院 農学部） 

 

【参加者名】 

生田房弘（新潟脳外科病院），内山安男（大阪大・医），

大澤良之（大阪大・医），渡辺雅彦（北大・医），山田恵

子（北大・医），境和久（北大・医），高崎千尋（北大・

医），森田光洋（東京薬科大・生命科学），本孝則（東京

薬科大・生命科学），小柄渚（東京薬科大・生命科学），

石橋智子（東京薬科大・薬），古屋茂樹（理研・脳科学研

究セ），篠田陽子（理研・脳科学研究セ），久村隆二（藤

田保健衛生大・総医研），萩原英雄（藤田保健衛生大・総

医研），田中謙二（藤田保健衛生大・総医研），鹿川哲史

（熊大・発生研），小野勝彦（島根医大・解剖），清水基宏
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（静岡県大・薬），吉田一之（東工大・連合農学研），高畑 享（基生研），藤本一朗（生理研），竹林浩秀（生理研）

 

【概要】 

神経系の発達や機能調節において，グリア細胞が積極

的に関与している実体が明らかになりつつある。本研究

会では，形態学，病理学，生化学，生理学，分子生物学，

発生工学，臨床医学などの幅広い分野でグリア研究に携

わる若手研究者が一同に会し 1）グリアの発生分化，2）

グリア・ニューロンの構造機能連関，3）グリアを利用し

た遺伝子治療などに関する 新の研究成果を持ちより，

情報交換をすることができた。また，グリア研究に造詣

の深い研究者も参加し，若手研究者への助言や交流も図

ることができた。

 

 

（1）発達脳における放射状グリアの移動 -第３報- 
 

山田恵子，渡辺雅彦（北海道大学大学院 医学研究科 生体構造解析学分野） 

井上芳郎（ 北海道大学大学院 医学研究科 分子解剖学分野） 

 

放射状グリア(RG)は，ニューロンの産生と移動に関与

し，その後星状膠細胞を産生する神経幹細胞と考えられ

ている。しかし，RG 自身の細胞移動については不明な

点が多い。昨年度の本会において，私達は，RG に豊富

な脳型脂質結合蛋白(BLBP)を細胞マーカーとして組織

化学法を行った結果，BLBP 発現細胞は活発なニューロ

ン産生に引き続いて外套層に出現することを報告した。

今回，この外套層出現が RG の細胞移動を反映している

かを検討する目的で，BrdU 投与 3 時間後と 2 日後に固定

して脳室層と外套層における BrdU 陽性/BLBP 陽性細胞

数を計測した。BrdU 陽性/BLBP 陽性細胞の数は，ある時

期までは脳室層にほぼ限局した分布を示した。しかし，

延髄では E14，小脳では E15，大脳皮質では E17-P1 にな

ると二重標識細胞は外套層に優勢な分布となった。以上

の結果は，RG の外套層出現がこのグリアの細胞移動を

反映していることを強く示唆する。

 

 

（2）小脳グリア細胞の分化能 

 

篠田陽子，古屋茂樹，平林義雄（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

 

 

近年，これまでグリア系譜の一部であると考えられて

きた放射状グリアやアストロイサトが神経細胞とアスト

ロサイトの両系譜を産生しうることが証明され，神経前

駆細胞としての性質が注目されつつある。 

本研究では小脳由来のアストロサイトについて神経細

胞への分化能の検討を行った。胎生 21 日ラット小脳から

調製したアストロサイトを血清存在下で単層培養し低密

度で 2 週間拡張すると，GFAP と GLAST を高頻度で発現

し，神経細胞マーカーである TuJ1 の発現はほとんど見ら

れなかった。これらを続けて高密度で培養すると TuJ1

陽性細胞数が顕著に増加した。bFGF の添加は TuJ1 陽性

細胞の出現に影響を与えなかったが，bFGF 処理後無血

清条件で培養すると calbindin 陽性細胞が出現し，その一

部に TuJ1 を共発現する細胞が低頻度ながら観察された。

これらの結果より，小脳アストロサイトは神経細胞へ分

化する能力を維持している可能性が示された。
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（3）発達期マウス体性感覚系におけるグルタミン酸トランスポーターGLT1 の 

発現スイッチとバレル形成 

 

高崎千尋，横山理恵子，境和久，渡辺雅彦（北海道大学大学院医学研究科・生体構造解析学分野） 

 

グルタミン酸トランスポーターGLT1 は成長軸索に一

過性に発現後，星状膠細胞に発現スイッチすることが知

られている。今回我々は，発達マウス脳におけるバレル

の発達・形成と GLT1 の発現スイッチとの関連性につい

て，酵素組織化学，蛍光抗体法による二重染色，免疫電

顕により検討した。その結果，生後第 2 週の前半で臨界

期が終了する三叉神経核のバレレットでは，GLT1 の発

現スイッチは生後 7 日までに完了した。一方，生後 6 日

には臨界期が終了する大脳皮質のバレルでは，発現スイ

ッチは生後 5 日までに完了していた。以上の結果から，

体性感覚系において GLT1 のニューロンから星状膠細胞

への発現スイッチは脳幹および大脳皮質の両者で生後第

1 週に起こり，両者それぞれの臨界期終了に先立って，

GLT1 発現スイッチが完了した。これらの事実を考えあ

わせると，GLT1 の発現スイッチは体性感覚系のシナプ

スモジュール構築の発達成熟，特に臨界期の終了と密接

に連動して起こることが示唆された。

 

 

（4）モノクローナル抗体を利用したアストロサイトの細胞系譜の解析 

 

小川泰弘（生理学研究所 神経情報研究部門） 

 

哺乳動物の中枢神経系は，大多数を占めるアストロサ

イトの多様性により，極めて複雑に構築され，より高次

な機能を獲得していると考えられる。それ故，アストロ

サイトの発生・分化及び多様性の存在等，その実体を明

らかにすることは大変意義深い。 

我々はアストロサイト系譜を認識すると考えられる

数種類のモノクローナル抗体から，免疫染色法を用いて

より早期よりアストロサイト系譜を認識すると考えられ

る抗体をスクリーニングした。これらの内，放射状グリ

ア細胞からアストロサイト系譜を認識するものが存在し，

GLAST，Vimentin とは異なることが免疫染色，ウエスタ

ンブロッティングより示された。さらにこれらの内１つ

はマウス胎生期 12 日目の結果より GLAST の染色パター

ンと相補的となることから，放射状グリアの多様性を示

す可能性がある。

 

 

（5）マウス胎仔脳における中性アミノ酸トランスポーターASCT1 の細胞発現 

 

境 和久，清水秀美（北海道大学大学院 医学研究科 生体構造解析学分野） 

古屋茂樹（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

渡辺雅彦（北海道大学大学院 医学研究科 生体構造解析学分野） 

 

L-セリンは，培養ニューロンに対して顕著な神経栄養

効果を有している。L-セリン合成酵素 3-phosphoglycerate 

dehydrogenase (3PGDH) の発現解析から，ニューロンには

セリン合成能がなく，脳内では専らグリア細胞が合成し

ていることが示されている。マウス成熟脳では，L-セリ

ン輸送能を持つ中性アミノ酸トランスポーターASCT1

が 3PGDH 陽性のグリア細胞で優位な発現を示すことか

ら，グリア産生セリンの輸送体として機能している可能

性を前回報告した。今回我々は発達過程でのセリン輸送

機構を明らかにする目的で，胎仔期および新生仔期マウ

ス脳における ASCT1 の発現細胞について検討を行った。

ASCT1 の発現は脳では 3PGDH 陽性の放射状グリアに発

現し，生後発達に伴い星状膠細胞へと受け継がれた。一

方，ASCT1 の著明な発現は 3PGDH 陰性の胎仔期血管内
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皮細胞にも認められたが，生後 2 週までにその発現は消

失した。これらの結果は，血管由来およびグリア細胞由

来のセリンが発達期脳の活発な成長を支えており，脳が

成熟するにつれてグリア細胞がセリンの供給源となって

いることを示唆する。

 

 

（6）L-Serine 合成酵素 3PGDH 遺伝子(Mouse 3PGDH)の転写調節機構の解析 

 

清水基宏（静岡県立大学 薬学部/理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

古屋茂樹，篠田陽子（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

吉田一之（理化学研究所 脳科学総合研究センター/東京農工大・連合農学研究科） 

三苫純也（The Burnham Institute） 

平林義雄（理化学研究所 脳科学総合研究センター） 

 

我々はこれまでにアストロサイト条件培養液中の神

経栄養活性因子として L-Serine を同定し，さらに

L-Serine 生合成経路の第一段階酵素である 3PGDH 

(3-phosphoglycerate dehydrogenase) がアストロサイト特

異的に発現している事を示してきた。そこで 3PGDH 遺

伝子の中枢神経系での発現制御機構を明らかにする事を

目的として，マウスの 3PGDH 遺伝子を単離し，その

promoter 活性を Reporter gene assay によって解析してき

た。これまでに培養アストロサイトにおけるルシフェラ

ーゼの発現は翻訳開始点から上流約 1.8 kb の 5’-flanking 

sequence によって活性化されることを見いだしており，

そのような活性化は神経細胞やメラノーマ細胞（MEB4）

においては起こらないことを確認している。今回さらに

以下のような知見を得た。1) 翻訳開始点から-1792～

-1095 間の約 700bp を欠失させるとアストロサイトにお

けるルシフェラーゼの発現は大幅に低下する。2)この

700bp の配列はアストロサイトの核蛋白質と特異的に結

合する element を含む。以上の結果から，翻訳開始点か

ら-1792～-1095 の配列を認識する転写因子との相互作用

によって 3PGDH 遺伝子のアストロサイト特異的な転写

活性化が促進されている可能性が強く示唆された。

 

 

（7）basic helix-loop-helix 型転写因子 Olig ファミリーのニューロン，グリア分化における役割 

 

竹林浩秀，池中一裕（生理学研究所 神経情報研究部門） 

 

Olig ファミリーは， 近同定された新しい basic 

helix-loop-helix 型転写因子ファミリーである。Olig1, 

Olig2 はオリゴデンドロサイト特異的な分化因子として

初に報告されたが，我々は，Olig2 の発現を詳細に解析

することにより，Olig2 は運動ニューロンの分化にも関わ

っている可能性を指摘した。この仮説は，ニワトリ神経

管におけるOlig2の異所性発現の実験からも支持された。

しかしながら，胎生期脊髄では，Olig1, Olig2 は，ほぼ同

様の発現パターンを示し，異所性発現でも活性を区別す

ることができないので，実際の発生において Olig1, Olig2

のどちらが，より重要な働きをしているのかは，ノック

アウトマウスの作製にて検証する必要がある。今回，我々

は，Olig2 ノックアウトマウスを作製し，その表現型解析

から，Olig2 が運動ニューロン，オリゴデンドロサイトの

発生に必須の因子であることを証明した。
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（8）培養アストロサイトにおける細胞内カルシウム動態の MAP キナーゼ経路による制御 

 

本 孝則，工藤佳久，森田光洋（東京薬科大学 生命科学部 生体高次機能学） 

 

これまでに私達は培養アストロサイトにおけるカルシ

ウム振動が成長因子（GF; EGF+bFGF）と炎症性サイトカ

イン（Cytok; IL1β，TNFα，LPS 等）によって競合的に制

御されていることを示してきた。今回，この現象が MAP

キナーゼ経路の 下流に位置する転写制御に対する競合

であり，細胞内カルシウムストアのサイズ調節を介して

カルシウム振動を誘発していることを示す。GF は ERK

のリン酸化，egr-1 遺伝子の発現誘導など MAP キナーゼ

経路を介した現象を活性化するが，Cytok は GF による

ERK のリン酸化に影響を与えない一方で egr-1 遺伝子の

転写誘導を阻害した。また，イオノマイシン処理による

細胞内ストアからのカルシウム放出量を測定し，細胞内

カルシウムストアのサイズを推定したところ，GF がこれ

を増加させる一方で MEK 阻害剤 U0126 と Cytok は GF

の効果を抑制した。

 

 

（9）IP3 / Ca 経路から見たアストロサイトとニューロンの比較 

 

  森田光洋，吉木文人，須々木仁一，土屋礼美，工藤佳久（東京薬科大学生命科学部・生体高次機能学） 

 

Phospholipase C (PLC) の 活 性 化 に 伴 う inositol 

1,4,5-trisphosphate (IP3)の産生は IP3 受容体を活性化し，

細胞内ストアーからのカルシウム放出を引き起こすと一

般には考えられている。しかし PLCβに共役する mGluR5

やショウジョウバエ由来のオクトパミン受容体を活性化

させた場合，アストロサイトではカルシウムオッシレー

ションを含む多様な細胞内カルシウムの動態が見られる

のに対してニューロンのカルシウム応答を検出すること

は困難である。今回われわれはアストロサイト，ニュー

ロン，PC12h，HEK293 などの細胞においてカルシウムイ

メージング，IP3 イメージング，パッチクランプなどの

実験的検討を行い，IP3 / Ca 経路の実際の動態を比較検

討した。これにより IP3 産生経路のカルシウム依存性，

細胞の膜電位に与える影響などが細胞ごとに異なること

が明らかにンなったのでこれを報告する。 

 

 

（10）培養アストロサイトにおける NO 産生経路の培養条件に伴った変換機構 

 

小柄 渚，工藤佳久，森田光洋（東京薬科大学 生命科学部 生体高次機能学） 

 

アストロサイトは脳傷害時に一酸化窒素（Nitric Oxide; 

NO）を産生することが知られている。本研究では培養ア

ストロサイトが NO を産生するために必要な培養条件の

検討を行った。その結果，LPS と炎症性サイトカインが

それぞれ異なった培養条件下で NO 産生を誘導すること

を見出した。LPS は播種時の初期密度を一定以上にした

場合のみ NO 産生を誘導した。この条件下のアストロサ

イトは細胞面積の減少が見られた。一方，炎症性サイト

カインは，低濃度血清（1%FCS）条件下で IL1β,TNFα，

IFNγを同時に処理することで NO 産生を誘導した。LPS,

サイトカインに対する応答性を NFｋB などのレポータ

ージーンアッセイにより検討したところ，NO 産生条件

に関わらず応答が見られた。これは受容体発現量などに

は変化がないことを示している。また，NOの産生は iNOS

タンパク質の発現上昇を伴っていた。以上のことから培

養アストロサイトは培養条件により iNOS 遺伝子の発現

制御のメカニズムを変化させることが明らかになった。
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（11）神経系における 4 回膜貫通蛋白質 CD9 および CD81 の相補的分布と機能分担 

 

石橋智子（東京薬科大学 薬学部 機能形態学講座/生理学研究所 神経情報研究部門） 

池中一裕（生理学研究所 神経情報研究部門） 

丁 雷，井上芳郎（北海道大学大学院 医学研究科 分子解剖学分野） 

林 明子（東京薬科大学 薬学部 機能形態学講座） 

目加田英輔（大阪大学 微生物病研究所） 

馬場広子（東京薬科大学 薬学部 機能形態学講座） 

 

軸索上を伝わる活動電位の発生には電位依存性チャネ

ルが重要な役割を担っていることがよく知られている。

近年，この軸索上のチャネル分子の局在は軸索周囲を取

り囲む髄鞘の存在によりダイナミックに変化し，特に軸

索と髄鞘が直接結合するパラノードと呼ばれる領域形成

が重要であることが明らかとなり，パラノード構成分子

も次第に解明されつつある。しかしながら，どのような

メカニズムで軸索側および髄鞘形成グリア細胞側の分子

がパラノードに正確に運ばれるのか，また両分子がパラ

ノードでどのように相互作用しジャンクション形成して

いるのか詳細は明らかにされていない。 

我々はこれまでに髄鞘 外層に存在する 4 回膜貫通蛋

白質（TM4SF）CD9 がパラノードにも局在し，CD9 欠損

マウス(KO)の解析より CD9 がパラノード形成および軸

索上のチャネル局在に重要な役割があることを示唆する

結果を得ている。しかしながら CD9KO におけるこれら

異常は個体間および部位により程度が様々であった。一

般的に TM4SF は他の TM4SF を含む様々な分子と複合体

を形成し細胞間シグナル伝達において重要な役割を担っ

ていることが知られている。以上のことを考え合わせる

と，神経系においても CD9 以外にも他の TM4SF 分子が

存在し，互いに機能し合っている可能性が考えられた。

そこで，TM4SF の中で CD9 に も性質の類似している

CD81 の神経系における分布を詳細に検討した。結果，

CD81 が髄鞘に存在すること，CD9 が CNS よりも PNS

に優位に存在するのに対して，CD81 は PNS よりも CNS

に優位に存在することを明らかにした。さらに CNS の中

でも CD9 と CD81 の分布は相反する傾向を認めた。また

CD81KO の CNS では，CD9KO 同様パラノードに存在す

る膜蛋白の局在異常が認められた。これらの結果から神

経系では CD9，CD81 という 2 つの異なった TM4SF がそ

れぞれ部位特異的に重要な役割を果たしていることが示

唆された。

 

 

（12）脱髄モデルマウスへの神経幹細胞の移植 

 

松本路生，竹林浩秀（生理学研究所 神経情報研究部門） 

鹿川哲史（熊本大学 発生医学研究センター） 

Francois Lachapelle，Anne Baron-Van Evercooren（INSERM U546, France） 

池中 一裕（生理学研究所 神経情報研究部門） 

 

多発性硬化症（MS）をはじめとする脱髄性疾患の治療

法として，神経幹細胞の移植が注目されている。我々は

これまでにPLP遺伝子を過剰発現させた自発性の脱髄モ

デルマウス PLP-4eTg マウスを作製した。MS を始めとす

る脱髄性疾患の治療に役立てる目的で，PLP-4eTg マウス

に神経幹細胞を移植し，ミエリンが再生されるかどうか

を検討した。移植には全ての体細胞で GFP を発現させた

グリーンマウスより調整した細胞を用いた。正常な PLP

遺伝子を持つグリーンマウスの胎生 14 日胚前脳の

ganglionic eminence より neurosphere を作製し，それらを

脱髄の進行した 8 か月齢の PLP-4eTg マウスの corpus 

callosum に移植した。移植後 20 日目に，移植した細胞の

一部がオリゴデンドロサイトに分化している事が分かっ

た。また，オリゴデンドロサイトに分化した細胞の中に

は，ミエリンを形成していると思われるものもあった。
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（13）FLRG（follistatin-related gene）mRNA とそのタンパク質産物の発現誘導－ 

  特に transforming growth factor-β1 と脳障害との関連において 

 

大澤良之，内山安男（大阪大学大学院 医学系研究科 情報伝達医学専攻 機能形態学） 

 

TGFβ スーパーファミリーの一つであるアクチビンは，

中胚葉誘導作用や個体発生に関与すると共に，脳障害時

における神経細胞死を抑制する因子として報告されて

きた。フォリスタチンはアクチビンと結合してその活性

を抑制する分子として知られているが，近年，フォリス

タ チ ン と 類 似 し た 構 造 を 有 す る 因 子 と し て

FLRG(follistatin-related gene, Oncogene, 1998)が同定され

た。フォリスタチンファミリー分子とアクチビンとの結

合／非結合のバランスは細胞の分化増殖，そして組織の

修復機構に重要であると考えられている。そこで，我々

は脳組織における FLRG の機能解析を行なうため，培養

神経細胞，アストログリアにおける FLRG 遺伝子および

タンパク質の発現を詳細に解析した。また脳障害モデル

を作製し，FLRG の発現様式を検索した。その結果，FLRG

は TGFβ1 依存性にアストログリアから分泌され，さらに

脳障害モデルにおいて FLRG 遺伝子の発現が誘導され，

肥大化したアストログリアに局在することが分かった。 

 

 

（14）けいれん重積発作後のミクログリア活性化と神経新生の経時的変化 

 

久村隆二，萩原英雄（藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 難病治療共同研究部門/名古屋大学大学院 農学部） 

中野紀和男（名古屋大学大学院 農学部） 

田中謙二（藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 難病治療共同研究部門/慶應義塾大 医学部） 

澤田 誠（藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 難病治療共同研究部門） 

 

けいれん刺激によって海馬歯状回や側脳室脳室帯にお

いて細胞新生が増加することが報告されている。本研究

では，nestin プロモータ依存性に EGFP を発現するトラ

ンスジェニックマウス(nestin-EGFP mouse) 8 週齢を用い，

けいれん刺激前後における海馬歯状回の EGFP 陽性細胞

数と BrdU 陽性細胞数および，GFAP，Vimentin，F4/80

陽性細胞数の変化を調べた。けいれん刺激は，ピロカル

ピン(muscarinic acethylcholine receptor agonist)の腹腔内単

回投与し，けいれん重積発作を示したものについて解析

を行った。けいれん刺激 4 日後では対照に比べて EGFP

陽性細胞数，BrdU 陽性細胞数に有意な差は見られなかっ

たが，7 日後ではいずれも有意に増加した。一方，GFAP，

Vimentin 陽性細胞数にはけいれん刺激による変化はみら

れなかったが，活性化ミクログリアのマーカーである

F4/80 は刺激後 1 日から強い染色像を示し，これが刺激

後 7 日まで持続した。以上のことから，ミクログリアは

けいれん刺激後早期から活性化し，けいれん刺激後の細

胞新生に対して何らかの役割を担っていることが予想さ

れた。
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9．神経科学の新しい解析法とその応用 

2002 年 11 月 14 日− 11 月 15 日 

代表・世話人：東田陽博（金沢大学大学院 医学研究科） 

所内対応者：池中一裕 

 

（１）RNAi による神経発生関連遺伝子の探索ー2 

東田陽博（金沢大学大学院 医学研究科 脳細胞遺伝子） 

（２）遺伝学を用いた神経細胞死実行機構の解析 

三浦正幸（理化学研究所能化学総合研究センター細胞修復機構） 

（３）脳内糖鎖の網羅的解析と神経疾患 

池田武史（生理学研究所 神経情報部門） 

（４）糖転移酵素のマクロアレー解析の試み 

石井章寛（生理学研究所 神経情報部門） 

（５）Lymnaea 連合学習の神経回路－平衡胞有毛細胞の光応答 

飯塚 朗（東海大学 開発工学部 生物工学科） 

（６）in-vitro 条件付けによる神経細胞修飾とそのメカニズム 

川合 亮（東海大学 開発工学部 生物工学科） 

（７）モーリス水迷路学習，海馬 LTP と海馬脂肪酸分析の相互相関 

小谷 進（東海大学大学院 医学研究科） 

（８）成熟ニューロンにおける NDMA 型グルタミン酸受容体の発現制御とシナプス形成 

清末和之（産業技術総合研究所 人間系特別研究体） 

（９）アストロサイトからの自発的 ATP 放出によるシグナル伝達調節 

小泉修一（国立医薬品食品衛生研究所） 

（10）細胞位置自動検出法の開発とそのカルシウムイメージングへの応用 

須々木仁一（東京薬科大学 生命科学部 生体高次機能学） 

（11）開口分泌機構の時空的解析 

熊倉鴻之助（上智大学 生命科学研究所 神経化学部門） 

（12）PtdIns(4,5)P2 マイクロドメインと分泌小胞野開口放出部 

青柳共太（東京大学大学院 総合文化研究科） 

（13）bFGF は開口放出機構に作用し神経伝達物質放出を引き起こす 

沼川忠広（産業技術総合研究所 人間系特別研究体） 

（14）Muscle-spinal cord co-culture system を用いた neuromuscular transmission の解析法 

田口恭治（昭和薬科大学 薬物治療学研究室） 

 

【参加者名】 

工藤佳久（東京薬大 生命科学），榊原学（東海大開発工

学），三浦正幸（理研），清末和之，松本知也（産総研），

川合亮（東海大），高橋正身（北里大 医），植村 慶一（慶

応大 医），熊倉鴻之助（上智大 生命研），井上和秀，小

泉修一（国立医薬品食品衛生研），田口隆久，工藤卓（産

総研），宮本英七（熊本大），宮武正，田口恭治（昭和薬

大），鈴木邦彦（ノースカロライナ大），東田陽博，金 鉾，

陳小良（金沢大），青柳共太（東大院総合），須々木仁一

（東京薬大），小谷進，鈴木 啓之，飯塚朗（東海大），藤

森一浩，横幕大作，沼川忠広（産総研），榎戸靖（国立精

神神経センター），岸本拓哉，根本知己（生理学研究所），

笹川展幸，村山典恵（上智大 生命研），大倉正道，重本

隆一（生理学研究所），佐々木幸恵（総研大）



研究会報告 

243 

【概要】 

近年のめざましい技術開発により能研球は，分子生物

学・蛋白質化学的手法による分子レベルでの解析，光学

的痩躯鄭・電気生理学的手法を用いた脂肪レベルでの機

能解析，さらにはトランスジェニック動物作成による固

体レベルでの解析まで細分化が進んできた。それぞれの

分野のエキスパートが共同研究することが常識となっ

ている。しかしながら，専門分野の異なる研究者が互い

の技術や知識を交換する場は意外に少ない。 

本研究会では多様な角度からアプローチを専門とす

る研究者が会して情報交換と今後の展開を討議した。昨

年度の参加者は 新の顕微鏡を応用した新しいイメー

ジング法，生きた固体に直接 DNA を導入する in vivo エ

レクトロポレーション法，ゲノムワイド RNAi を用いた

ショウジョウバエの神経関連遺伝子のスクリーニング

法を紹介した。本年度はこれを用いた 新成果が紹介さ

れた。更に，それぞれ浮かび上がった問題点を提示し，

これに対して異なった角度から研究を行っている研究

者との意見の交換を通じたことで一層の研究発展が見

込まれる。

 

 

（1）RNAi による神経発生関連遺伝子の探索 2 
 

東田陽博（金沢大学大学院 医学系研究科 脳細胞遺伝子） 

 

ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)の全遺伝子

塩基配列が 2000 年 3 月に解読され，約 13,600 個の遺伝

子から成ることがわかった。そのうち約半数については

すでに同定されていたり，他の動物種でわかっている遺

伝子とのホモロジー等から，それらのが推測できた。し

かし，残りの数多くの遺伝子について，それらの機能は

不明である。ポストゲノムシークエンス時代の今，それ

らの機能未知遺伝子の機能を同定（アノテーション）す

ることが 大の課題となっている。 

外来遺伝子による内在性 RNA の発現抑制は，転写後

遺伝子サイレンシング（PTGS）と呼ばれている。この特

定遺伝子の発現阻害（RNA interference, RNAi）に 2 本鎖

RNA double stranded RNA (dsRNA)が有効であることが，

植物，線虫，トリパノゾーマ，ショウジョウバエ，マウ

ス等で報告されだし，RNAi が，生物の持つ普遍的な機

構であることがわかってきた。しかも，使用する dsRNA

は低濃度長時間作用し，ターゲット遺伝子に対し特異性

も高いことが示され，新しい有効な手となりつつある。

従って今回この，RNAi 法を使う逆遺伝子学的手段で，

遺伝子一個一個をつぶして，その効果をみてゆくという

戦略で，神経ネットワーク（シナプス回路）形成に関与

する遺伝子を抽出し，機能未知遺伝子の機能の同定を行

うことを計画した。 

具体的実験は，EST でラベルされた DNA 断片約 9,000

個の遺伝子を PCR 法により増幅し，その DNA から

dsRNA を合成し，ショウジョウバエ受精初期胚に注入す

ることにする。24℃では約 14 時間インキュベートし，胚

を充分発育させた後，神経の発生分化に異常があるかな

いかを，神経系を染めるモノクロ抗体 22C10 で染色し，

末梢及び中枢神経の構造を観察することにした。RNAi

はこの 2～3 年の間に盛んに行われるようになってきた

が，dsRNA を微量注入し，神経系発生に必須な遺伝子の

探索を網羅的にみてゆく方法論そのものが全く新しく過

去にないものなので，ここではそれら諸条件の確立をめ

ざす基礎的実験を行ったので報告する。 
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（2）細胞死実行シグナルの分子遺伝学的研究 

 

三浦正幸（理化学研究所 脳科学総合研究センター 細胞修復機構） 

 

細胞死が発生過程で厳密にプログラムされた形で観察

されるという線虫を用いた細胞系譜の研究から，この現

象が細胞分化と同様に遺伝的にプログラムされたメカニ

ズムを使って行われるという認識がなされるようになっ

た。その後，線虫の遺伝学を駆使して細胞死実行カスケ

ードが明らかにされ，カスパーゼを中心とする進化的に

保存された細胞死実行機構が明らかにされてきた。しか

し，ほ乳類や他の多細胞動物での細胞死は細胞系譜で決

められた線虫のような細胞死の様式をとることはむしろ

例外で，多くの細胞死は周りの細胞との相互作用や外的

な刺激によって決定され実行されている。そのためほ乳

類での細胞死を理解するために線虫の細胞死をモデルと

して利用するのには限界があるのも事実である。そこで

我々は，遺伝学的な研究が可能で，かつほ乳類での細胞

死の特徴を備えたモデル動物としてショウジョウバエを

研究に用い細胞死実行のシグナルカスケードの研究を行

っている。ショウジョウバエのさまざまな組織に内在す

る任意の遺伝子を過剰に発現させ，その表現型をもとに

目的の遺伝子をスクリーニングする方法を用いて，ショ

ウジョウバエの複眼に任意の遺伝子を過剰に発現させ，

複眼がつぶれる系統を選別するスクリーニングを行って

いる。細胞死が誘導されればその組織は失われると考え

られるため，この系統中には，細胞死を誘導する遺伝子

を過剰に発現しているものが含まれているはずである。

我々はこの大規模なスクリーニングによって，無脊椎動

物では初めてのＴＮＦファミリー遺伝子 Eiger（アイガ

ー）を同定した。Eiger による複眼の縮小は JNK 依存的・

カスパーゼ非依存的な新規のシグナル経路を使っている

ことが明らかになった。このスクリーニングは遺伝子の

過剰発現による機能獲得型のスクリーニングであるが，

遺伝子機能が欠損したときの表現型をもとにおこなうス

クリーニングも，細胞死制御機構を遺伝学的に理解する

上で有効である。Eiger を複眼で発現させると複眼がつぶ

れるが，その表現型を回復させる染色体欠失変異系統を

スクリーニングすることによって，Eiger によって誘導さ

れる細胞死に関与する遺伝子が得られると予想される。

このスクリーニングによって Eiger の受容体を構成する

遺伝子として TNF 受容体ファミリーに属する遺伝子を

同定し，wengen と命名した。TNF は哺乳類において様々

な機能を持つサイトカインであるが近年，神経系での機

能が注目されている。Eiger は神経系で特異的に発現して

おり，ショウジョウバエをモデルとして用いることによ

って TNF ファミリーの新たな神経系での機能が明らか

になると期待される。

 

 

（3）マウス大脳皮質発達過程及び神経変性疾患におけるＮ結合型糖蛋白質糖鎖発現の系統的解析 

 

池田武史，藤本一朗，石井章寛，池中一裕（生理学研究所 神経情報部門） 

中北愼一，長谷純宏（大阪大学 理学部 化学教室） 

高橋 均，辻 省次（新潟大学 脳研究所） 

 

細胞表面の大部分は密に糖鎖に覆われており，細胞接

着・細胞認識等の細胞間相互作用に重要な役割を果たし

ていると考えられている。一方で糖鎖は細胞内において

は糖蛋白質の品質管理に関与していることが明らかとな

っている。近年 N 結合型糖鎖生合成系に関係する様々な

酵素の遺伝子欠損マウスが作製され，N 結合型糖鎖が脳

の正常な発生に必須であること，ヒト遺伝病との関連が

あることが明らかとされてきた。一方我々はこれまで

HPLC を用いた N 結合型糖蛋白質糖鎖の系統だった解析

法を開発し，組織全体における糖鎖発現パターンの解析

を進めてきた。特定の糖蛋白質に付加する N 結合型糖鎖

の構造は不均一であるにも関わらず，脳内の糖鎖発現パ

ターンを時期及び領域を限局して解析を行うと個体差な

く極めて良い一致を示した。このことから糖鎖発現は組

織全体で厳密に制御されており，一定の糖鎖発現が正常

な脳機能発現に必須であることが示唆された。脳内では
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他の臓器と比較し，非常に多様かつ特徴的な糖鎖構造が

発現していることが知られている。脳の構築には非常に

高度な細胞間相互作用を必要とすることから，これら多

様な構造をもつ N-結合型糖鎖が重要な情報分子として

その一翼を担っていると考えられる。脳形成過程におけ

る糖鎖発現の変動はどのような生理的意義をもつのか，

また脳における糖鎖発現の恒常性が崩れた時にどのよう

な疾患となって現れるのか非常に興味深い。 

そこで我々は脳形成過程のモデルとしてマウス大脳皮

質に着目し，組織全体の糖鎖発現パターンを構造レベル

で詳細に検討を行った。また糖鎖発現の異常が疾患を引

き起こす可能性に関して，アルツハイマー病 (AD)，皮質

基底核変性症 (CBD)，多系統萎縮症 (MSA)の各種神経変

性疾患に着目し糖鎖解析を行った。 

マウス大脳皮質発達過程において，胎生初期にはあま

り脳に特徴的な糖鎖構造は認められないが，それらは段

階的に発現が開始し，次第に多様かつ脳特徴的な糖鎖発

現パターンを形成することが観察された。このことから

これら多様な糖鎖構造は発達過程ではなく，むしろ脳形

成後の正常な機能維持に関与している可能性があると考

えられる。一方で中枢神経変性疾患である AD 及び MSA

において Tau や Synuclein 陽性構造物の沈着がなく，組

織学的に正常と思われる領域でも糖鎖異常が見出せた。

したがって我々は糖鎖発現の異常が神経変性疾患を引き

起こす原因となる可能性を示唆する結果が得られた。 

 

 

（4）糖転移酵素遺伝子発現のマクロアレイ解析の試み 

 

石井章寛，藤本一朗，池田武史，佐久間圭一朗，出口章広，池中一裕（生理学研究所 神経情報部門） 

 

これまでの糖鎖研究は主に生化学および細胞生物学

手法を用いて行われ，糖鎖が (1)細胞間相互作用や外来

性刺激の認識分子として機能する事，(2)個体の発生・分

化，組織形成とその維持などに必要である事，(3)糖蛋白

質の品質管理に機能している事が明らかになった。 

糖鎖の生合成経路に関与する糖転移酵素群は多岐に

わたり，個々の遺伝子を制御することは非常に困難であ

ると考えられた。しかし，糖鎖構造は組織の部位と時期

を限局すると個体差なく非常に厳密に保存されている

事，人為的に糖鎖合成系を操作すると生合成系そのもの

が破綻する事，細胞分化，癌化に伴い劇的に変化する事，

初期発生時には糖鎖構造は劇的に変化する事，組織によ

り糖鎖構造は異なり，組織特異的な構造がある事などか

ら糖鎖合成遺伝子の発現と制御機構は非常に緻密かつ

複雑である事が推察される。 

以上の事から，遺伝子発現と制御機構を明らかにする

事は，脳の発生段階で時期および部位特異的に出現する

糖鎖の意義を解明する上でも非常に重要である。そこで

糖転移酵素遺伝子群の発現変化と制御機構を網羅的に

解析する系 -糖転移酵素遺伝子のマクロアレイ- を完成

させ，その実用性を検討した。 

GeneBank に登録されている糖鎖合成酵素の 137 遺伝

子に対するプライマー対を作製し RT-PCR，TA クローニ

ング法でベクターに組み込んだ。現在 109 遺伝子をクロ

ーニング済みである。cDNA マクロアレイ法の条件検討

としてはプローブの長さ，ハイブリダイゼーションの反

応液・温度，wash 等を行い，至適条件を決定した。この

解析系を用いて肝臓，腎臓，胎生 12 日および成体マウ

ス全脳の糖鎖合成系酵素遺伝子の発現を解析した。その

結果，糖鎖構造と糖転移酵素遺伝子の発現には相関があ

る事が判明した。 

このように遺伝子群の発現変化を系統的に解析する

ことにより，各種臓器において時期特異的あるいは部位

特異的に発現する糖鎖を見いだし，細胞移動，機能およ

び細胞種を決定する新たな因子を見つけられる可能性

は大きく，発生・分化および形態形成の機構解明につな

がると考えられる。さらに各種臓器の病態時における糖

合成酵素の発現変移と糖鎖パターンを把握することは，

疾患と糖鎖発現の相関を明らかにするうえで非常に重

要であると考えている。 
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（5）Lymnaea 連合学習の神経回路－平衡胞有毛細胞の光応答 

 

飯塚 朗，榊原 学（東海大学 開発工学部 生物工学部） 

 

軟体動物腹足類のヨーロッパモノアラガイ(Lymnaea 

stagnalis)は光と振動刺激を，それぞれ条件刺激，無条件

刺激として連合学習が可能で，（Sakakibara et al.1998），そ

のための発達段階，条件刺激に関し 適な条件も明らか

にされている（Ono et al.2002）。しかし，この光と振動に

よる連合学習に関与する神経回路は不明で，そのメカニ

ズムもわかっていない。今回，この連合学習に関与する

神経回路の同定を試みた。光を受容する視細胞は一対の

眼に存在する視細胞と皮膚に存在する光受容細胞がある

ことが知られているが，眼を物理的に破壊すると連合学

習が成立しないことから眼からの条件刺激入力が必須

で，一方振動刺激は平衡法有毛細胞により受容される。 

そこで学習前のモノアラガイから眼と平衡胞を維持し

た状態の中枢神経節を摘出し，光の照射による視細胞，

平衡胞有毛細胞の電位変化をそれぞれ細胞内記録法によ

り観察した。また，それぞれの細胞へ 0.5Hz，1nA で電

気泳動的に蛍光色素を注入し，それぞれの神経走行を光

学顕微鏡下で観察した。その結果，視神経束の近くに分

布する視細胞は軸索を脳神経節へ伸ばし，そこで広がり

を持った終末を形成していた。視細胞の 1 種類では静止

膜電位-62.5±12mV(n＝12)で，1 秒間の刺激光に対して脱

分極応答するが明瞭な off 応答を伴わず，数十秒かけて

静止膜電位に復帰した。一方有毛細胞は平衡胞における

位置にかかわらず一本の神経束となり，直接脳神経節に

入り，視細胞終末とほぼ同じ位置に終末を形成していた。

平衡胞有毛細胞の静止電位は-56±10mV（n＝22）で，吻

側有毛細胞では光刺激に対して，平衡電位が正の脱分極

応答を示した。この光照射によって引き起こされる EPSP

は，眼を破壊することにより不可逆的に消失し，また，

外液の Ca イオンを除去した場合，可逆的に消失した。

このことから有毛細胞の光応答は，化学シナプスを介し

た視細胞からの入力を受け，モノあるいはポリシナプテ

ィックに連絡することが示された。さらに平衡胞有毛細

胞光応答が体現することは，有毛細胞で連合学習情報の

初の統合が起こることを示唆し，同じ軟体動物腹足類

のウミウシの連合学習機構とは異なると考えられた。 

 

 

（6）in-vitro 条件付けによる神経細胞修飾とそのメカニズム 

 

川合 亮（東海大学 開発工学部 生物工学科） 

 

海産軟体動物エムラミノウミウシ（以下ウミウシ）は

学習・記憶のモデル動物として使用されてきた。ウミウ

シは走光性を有し，また振動刺激に対して足の筋肉を収

縮させる。そこで光を条件刺激，振動を無条件刺激とし

て訓練を行うと走光性の減退が生じる。学習を獲得した

動物で生じる細胞特性の変化は主にB型視細胞で報告さ

れ，生理学的には膜抵抗値の増大に代表される興奮性の

増大があり，形態学的にはシナプス結合が存在すると考

えられている細胞終末部の矮小化がある。これらの細胞

特性の変化は，神経節と感覚器（眼および平衡胞）から

成る単離脳標本に光刺激と振動刺激を与えても生じ，こ

れを単離脳条件付けと呼ぶ。単離脳条件付けによる実験

系は，これまで生理学的特性変化の機構について示唆を

与えてきたが，細胞終末部の形態変化に関わる機構は不

明であった。 

昨年度の報告において，細胞内 Ca2+ 放出に関与して

いるリアノジンレセプタのアンタゴニスト Dantrolene の

投与後に単離脳条件付けを行うとB型視細胞の形態変化

が生じないことを報告したが，本報告では Dantrolene の

細胞内Ca2+上昇への影響と単離脳条件付けに伴う軸索末

端部形態変化への Ca2+キレータの効果について検討し

た。さらに，膜抵抗値と軸索末端部形態変化の経時観察

を試みた。 

カルシウム指示薬 Oregon Green 488 BAPTA-1 による

Ca2+イメージングを試みたところ，膜電位を-60 mV から

0 mV への脱分に対し，対照実験群では刺激前に比べ約

50% 蛍光強度が増加したが，Dantrolene 投与群では 20% 

の蛍光強度変化にとどまった。一方，Ca2+キレータ 
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BAPTA を細胞内へ注入した後，単離脳条件付けを行う

と細胞末端部の収縮は観察できなかった。 

膜抵抗値と軸索末端部の形態変化を経時観察したと

ころ，光刺激と振動刺激を重なるように与えた群の膜抵

抗値は条件付け 1 分後に増大したが，軸索末端部の形態

変化は条件付け 5 分後から観察された。光刺激と振動刺

激を重ならないように呈示した群では膜抵抗値ならびに

軸索末端部の形態変化は観察できなかった。 

以上の結果は，生理学的特性と形態学的特性の変化は

ともに細胞内カルシウム濃度上昇を必要とするが，生理

学的特性に比べ形態変化はより遅い反応過程であること

を示唆している。 

 

 

（7）モーリス水迷路学習，海馬 LTP と海馬脂肪酸分析の相互相関 

 

小谷 進（東海大学大学院 医学研究科） 

藤田知宏，榊原 学（東海大学 開発工学部） 

秋元健吾，河島 洋，小野佳子，木曽良信（サントリー㈱ 健康科学研究所） 

岡市廣成（同志社大学 文学部） 

 

老齢ラットでは空間記憶能力と海馬でのシナプス可塑

性長期増強(LTP)が若齢ラットと比べて低下することが

知られている。さらに老齢ラットでは必須不飽和脂肪酸

の一つであるアラキドン酸の脳組織内の量が低下すると

いわれている。そこで，それらの改善を目的として，老

齢ラットにアラキドン酸を積極的に食餌により摂取する

ことで，モーリス水迷路学習，海馬急性切片による LTP

について対照食で飼育し老齢ラットと比較したところ，

両実験ともアラキドン酸を摂取した老齢群で改善が認め

られた。LTP については，アラキドン酸摂取群で若齢群

と同程度の増強度を示したことを昨年の研究会で報告し

ている。 

今回，水迷路学習の成績と LTP 増強度，LTP 増強度と

海馬脂肪酸量のそれぞれの相互相関について比較した。

水迷路学習成績（逃避潜時，Hit%，プローブテスト）と

LTP 増強度の相関では，逃避潜時-LTP に負の相関が，

Hit%-LTP，プローブテスト-LTP に正の相関が見られ，

中でも Hit%-LTP の相関が高いという特徴があった。更

に，LTP 増強度と海馬脂肪酸組成（AA，PC，PE，PI，

PS）の相関では，いずれも正の相関が見られ，そのうち

LTP-PI の相関がもっとも高かった。これは海馬中でのア

ラキドン酸がリン脂質に占める PI（ホスファチジルイノ

シトール）の割合が も高いことと一致していた。 

これらは海馬内の脂肪酸が加齢により減少するが，こ

れをアラキドン酸補助食摂取が防止することを示唆し，

なかでも PI が水迷路学習と LTP に関ることを示した。 

 

 

（8）成熟ニューロンにおける NDMA 型グルタミン酸受容体の発現制御とシナプス形成 

 

清末和之，中山貴美子，田口隆久 

（産業技術総合研究所 人間系特別研究体ニューロニクス研究グループ） 

 

高度高齢化社会を迎えた中，健全な生活を送るための

神経系の機能維持や機能回復の技術の確立は社会的要

求の高い課題である。我々は，神経回路の再接続の分子

メカニズムを理解することを基盤研究として，これらの

課題に取り組んでいる。 

NDMA 型グルタミン酸受容体分子は，神経回路網の形

成やシナプス可塑性において重要な役割を持つ分子と

考えられおり，NR1 と NR2A-D からなるヘテロオリゴマ

ーである。特に NR2B サブユニットはその発現の時期特

異性から，発生時の回路形成に重要であると考えられて

いる。しかしながら，いったん成熟した回路における再

編成の機構の可能性ついては不明な点が多い。この問題

に取り組むため，解離培養系において NR2B のサブユニ

ットの発現とシナプス結合について，電気生理学的，免
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疫組織化学的検討を行った。 

我々の用いた解離培養系においても，NMDA 受容体分

子の発生依存性は再現でき，培養日数に依存して，NR2B

を含む受容体分子の発現が低下することを確かめた。さ

らに詳細な解析により NR2B を含む受容体分子の発現は

単純に培養日数に依存するのではなく，その細胞の発火

頻度に相関があることが明らになった。また，それに対

応して，発現は細胞の活動を抑制することにより，NR2B

の発現の低下が抑制されることも明らかにした。 

成熟した神経細胞として，培養日数 20 日以降の海馬

培養細胞をもちいた。この培養細胞においては，NR2B

の発現は十分に低下しているので，これらの細胞をモデ

ルとした。2 日間のテトロドトキシン（TTX）の処理に

より，細胞体における NMDA 電流において NR2B を含

む NMDA 受容体の再発現が確認された。既存のシナプ

ス伝達への寄与をみるため，AMPA 受容体を含む微小シ

ナプス電流（minis）を測定したが，NR2B 成分は増加し

ていなかった。しかしながら，膜電流は増加しており，

これが ifenprodil，およびボツリヌス毒素により阻害され

ることから，小胞依存的に放出されて NR2B を含む

NMDA 受容体を活性化していることが明らかになった。

さらに免疫組織化学的手法により，細胞表面に存在する

NR2B サブユニットはシナプスフィジン染色の直下には

無いことが確認された。これらのことは，増加した NR2B

を含む NMDA 受容体が既存のシナプスではなく，既存

のシナプスの横に増えて，サイレントシナプスとして機

能していることを示唆している。このことを確認するた

めに，Dual Whole cell recordings を行い，細胞間のシナプ

ス結合を調べた。隣り合った細胞から記録したところ，

サイレントシナプス結合が増えていることが確認され

た。これらの結果は，成熟した神経細胞においても，活

動抑制により NR2B が増え，サイレントシナプスの形成

が起きていることを示している。 

 

 

（9）アストロサイトからの自発的 ATP 放出によるシグナル伝達調節 

 

小泉修一（国立医薬品食品衛生研究所 薬理部） 

井上和秀（国立医薬品食品衛生研究所 代謝生化学部，九州大学大学院 薬学研究院 化学療法分子制御学） 

 

ATP 受容体の分子的実体・組織分布が明らかとなり，

その広範な組織分布と多様な ATP 応答から，ATP は実に

多くの生理機能と関連していると考えられている。また

様々な生理学的・薬理学的実験により，ATP が中枢およ

び末梢で神経伝達物質として機能していることは，もは

や疑いのない事実であるといえる。昨年の本研究会で，

①ATPが機械刺激に応答して海馬アストロサイトから放

出されること，またこのアストロサイト由来 ATP が，②

アストロサイト間 Ca2+wave 伝播を形成し，③さらに近傍

神経細胞のグルタミン酸による興奮性シナプス伝達をも

ダイナミックに制御していることを報告し，ATP を介す

る神経－グリア細胞間“tripartite synapse（pre-, post- 及び

astrocyte が作る peri-synapse）仮説”を提唱した。つまり

興奮性シナプス伝達によってシナプス間隙から漏れ出た

神経伝達物質が，周辺アストロサイトに作用し ATP を放

出させ，これが神経細胞にフィードバック様制御をかけ

る，という作業仮説である。実際，グルタミン酸はアス

トロサイトから ATP 放出を引き起こす。この仮説では，

神経細胞の活動が一連の応答の引き金となると考えられ

ているが，ラット神経-グリア共培養細胞に tetrodotoxin

を処理し神経間連絡を遮断した場合でも，アストロサイ

トの Ca2+ wave 伝播は観察された。さらに精製したアス

トロサイトのみの培養系でも自発的な Ca2+wave は観察

された。これら自発的 Ca2+wave 伝播の多くは apyrase 及

び suramin で消失した。従ってアストロサイトは神経活

動に依存しない，自発的 ATP 放出機構をも有しているこ

とが示唆された。Apyrase は神経－グリア共培養細胞に

おける自発的興奮性シナプス伝達を増強したことから，

自発的に放出される ATP は常にシナプス伝達を抑制性

に制御していることが示唆された。以上，アストロサイ

トは自発的 ATP 放出により，シナプス伝達を恒常的に制

御していることが示され，アストロサイトのより積極

的・ダイナミックなシナプス伝達制御への関与が示唆さ

れた。
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（10）細胞位置自動検出法の開発とそのカルシウムイメージングへの応用 

 

須々木仁一，工藤佳久，森田光洋（東京薬科大学 生命科学部 生体高次機能学） 

 

カルシウムイメージングを行う際，画像に含まれる細

胞を網羅的に解析する目的で，核を選択的に染色する方

法，および画像から核の位置を同定するソフトウェアを

開発した。Fura2AM によるカルシウムイメージングにお

いて，密集した細胞に色素が均一に負荷された場合，

個々の細胞を同定することは困難である。細胞集団のカ

ルシウム応答を客観的かつ容易に検討する目的で，細胞

の位置を検出し，そのカルシウム動態を自動的に出力，

解析する手法を開発した。様々な色素を検討した結果，

Fura2 によるカルシウムイメージングの後，その蛍光と

重複せずに核を視覚化するにはアクリジンオレンジを

用いることが優れていた。アクリジンオレンジは核酸に

結合して蛍光を発するが，DNA に結合した際の蛍光波長

が RNA に結合した場合と異なる。カルシウムイメージ

ング後にアクリジンオレンジを還流して染色し，さらに

紫外線を照射することにより顕著な核染色画像が得ら

れた。この画像を解析し，核の位置情報を特定するとと

もに，この位置におけるカルシウム応答を出力させるソ

フトウェアを作成した。また，カルシウムイメージング

の画像を同様に解析してカルシウム応答が顕著に見ら

れた位置と核の位置を比較するとともに，カルシウム応

答の波形解析をあわせて行った。今回，これらの方法を

用いて培養アストロサイトのグルタミン酸刺激に対す

るカルシウム振動を解析し，頻度と振幅のグルタミン酸

濃度依存性を定量的に検討した。その結果，頻度はグル

タミン酸30µMで 大になり300µM以上では減少して一

過性の反応に近づき，振幅は 30µM で 大となりそれ以

上の濃度では変化しないことが明らかになった。  

 

 

（11）開口分泌機構の時空的解析 

 

熊倉鴻之助，林 光紀，保坂早苗，笹川展幸（上智大学生命科学研究所神経化学部門） 

 

クロマフィン細胞の開口分泌は開口部位への分泌顆粒

供給過程とカルシウムイオン依存性膜融合過程の 2 つの

過程から構成されていると考えられている。我々は，開

口分泌の時空的調節機構をより詳細に解析するために，

アンペロメトリー法による単一細胞からの開口現象の記

録解析，及び蛍光ラベルした分泌顆粒運動の実画像解析

を行い比較検討を行っている。 

アンペロメトリー法では，微小炭素繊維電極を用いて

1 個の顆粒の開口現象を 1 つのスパイクとして検出し，

高カリウム刺激による分泌スパイクの出現頻度と波形，

キネティックスパラメータによる分泌動態を解析した。

我々は，PKC が分泌顆粒の供給を調節することを既に報

告しているのでこの点を解析すると，PKC 活性化により

開口分泌頻度が有意に増加した。特に持続刺激の 2～5

分における分泌増強の程度が大きかった。また，アクチ

ンーミオシン相互作用を介した分泌顆粒の供給について

解析した結果，アクチン－ミオシン相互作用に対して阻

害作用を持つミカロライド B，ボルトマニンの処理によ

り，濃度依存的にスパイクの出現頻度や顆粒の動きが減

少したことから，アクチン－ミオシン相互作用による顆

粒の開口部位への移動，供給が示唆された。 

実画像解析法では，LysoTrackerGreenDND-26 でラベル

した顆粒を，冷却型 CCD カメラを用いて追跡し，高カ

リウム刺激後 0～2，及び 2～4 分後の各 2 分間における

顆粒の運動距離と速度について解析した。その結果，顆

粒の運動距離と速度に観察された PKC 活性化及びミカ

ロライド B，ボルトマニンの影響は，アンペロメトリー

法による解析結果と良く整合した。 

実画像解析法では顆粒の動きと開口分泌像の両方が

見られる映像は得られなかったことから，測定時の焦点

を細胞内から細胞表面にシフトしたところ，開口分泌の

瞬間と思われる，顆粒の動きがない蛍光強度の変化のみ

の画像が取得できた。この結果から，開口分泌を起こす

顆粒の位置と，分泌後供給によって補充される顆粒の位

置には明らかな深度差があるということ，ならびに，他

の分泌細胞で報告されているように開口分泌する顆粒
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は，あらかじめ形質膜にドッキングしていることが明ら

かになった。さらに，高カリウム刺激後 2～12 分までの

顆粒運動を測定した結果，刺激後の 10 分間は顆粒の移動

距離が静止時の約 6 倍に上昇しており，極めて活発な顆

粒供給が引き起こされていることが明らかとなった。 

以上のように，我々が現在進めている解析法は，開口

分泌の時空的調節機構の研究に大変有効な手段であると

考えられる。 

 

 

（12）PtdIns(4,5)P2マイクロドメインと分泌小胞の開口放出部 

 

青柳共太（東京大学大学院 総合文化研究科） 

山本清二，寺川進（浜松医科大学 光量子医学研究センター） 

高橋正身（北里大学 代謝 蛋白学） 

 

神経伝達物質はシナプス小胞に貯蔵され，開口放出機

構によってシナプス間隙に放出される。開口放出過程に

おいて，PtdIns(4,5)P2（PIP2）はシナプス小胞の細胞膜へ

のドッキングやそれに続くプライミング過程などに重

要な役割を果たしていると考えられているがその詳細

は未だ明らかではない。 

我々は開口放出における PIP2 の役割を明らかにする

ために，ラット副腎髄質細胞腫由来の株化細胞である

PC12 細胞を用い，細胞膜上の PIP2 の局在について検討

を行った。超音波破砕法により細胞質面を露出させた細

胞膜を PC12 細胞から調製し，抗 PIP2抗体を用いて染色

を行うと PIP2 はクラスター状の局在を示した。PIP2に高

親和性で結合する局在指示タンパク質である PLCδの PH

ドメインと GFP との融合タンパク質（PH-GFP）を一過

的に発現させた PC12 細胞を全反射型近接場蛍光顕微鏡

（Evanescent 顕微鏡）で観察した場合にも同様のクラスタ

ー状構造が認められた。カテコールアミンを含む分泌小

胞内に局在するヒト成長因子と GFP の融合タンパク質

（hGH-GFP）を発現させた PC12 細胞の細胞膜において，

hGH-GFP シグナルの 50%以上が抗 PIP2抗体で見いださ

れるクラスター状構造と共存しているか，ごく近傍に見

いだされた。これらの結果より PIP2のマイクロドメイン

が開口放出に重要な役割を果たしていると考えられる。 

 

 

（13）bFGF は MAPK 経路の活性化を介して神経伝達物質放出を引き起こす。 

 

沼川忠広，横幕大作 

（大阪大学 蛋白質研究所生合成，産業技術総合研究所関西センター 人間系ニューロニクス RG） 

沼川裕美子，畠中寛（大阪大学 蛋白質研究所生合成） 

田口隆久（産業技術総合研究所関西センター 人間系ニューロニクス RG） 

 

ニューロトロフィン，特にBDNF（brain-derived neuro-

trophic factor）などの神経栄養因子はシナプス可塑性に重

要であり，神経伝達機能への影響に関して多くの報告が

ある。我々も既に，BDNF が培養中枢ニューロンより急

速に興奮性の神経伝達物質グルタミン酸を放出させるこ

とを報告した(Numakawa et al., (2001) J. Neurosci. Res. 66, 

96-108; Numakawa et al., (2002) J. Biol. Chem. 277, 

6520-6529)。そのメカニズムは通常の開口放出機構とは

異なり，グルタミン酸トランスポーターが関与している

可能性があった。また，細胞内シグナルとして PLC-γ 経

路が重要であった。しかし，他の栄養因子の神経伝達機

能への影響について詳しい解析はなされていない。今回，

bFGF(Basic Fibroblast Growth Factor)が培養大脳皮質ニュ

ーロンにおいて，グルタミン酸放出を引き起こし，開口

放出機構が重要である可能性があることを報告する

(Numakawa et al., (2002) J Biol Chem. 277:28861-28869)。

bFGF を短時間（1 分）投与すると培養ニューロンよりグ

ルタミン酸放出が引き起こされる。様々な薬理学的実験
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の結果，この放出は細胞外 Ca が重要であることがわか

った。開口放出阻害剤テタヌス毒素処理により，bFGF

によるグルタミン酸放出は完全に抑制された。また，Na

感受性色素 SBFI を用いた実験では bFGF は顕著な Na 流

入を引き起こし，膜電位を脱分極させる可能性があるこ

とがわかった。以上の結果は，bFGF が開口放出機構に

作用し，短期での神経伝達物質放出を引き起こす可能性

を示している。さらに MAPK 経路特異的阻害剤 U0126

存在下では bFGF によるグルタミン酸放出が見られなく

なることから，MAPK 経路の重要性が示唆される。 

 

 

（14）Muscle-spinal cord co-culture system を用いた neuromuscular transmission の解析法 

 

田口恭治，宮武 正（昭和薬科大学 薬物治療学研究室） 

 

【目的】急性運動麻痺を生じる末梢性ニューロパチーや

myasthenic syndrome の病態を明らかにするためには，神

経・筋接合部における neuromuscular transmission の解析

が重要である。今回，ラット培養筋細胞と脊髄運動ニュ

ーロンとでシナプスを形成させた muscle-spinal cord 

co-culture system を作成し，カルシウムチャネルを解析

し，運動麻痺を呈する患者血清の影響を検討した。 

【実験方法】ラット培養神経・筋接合部モデルは胎児ラ

ットから採取して培養した筋細胞の上に胎児脊髄を置

き，67％ DMEM ，23％ medium 199，10% fetal calf serum 

の中で 1 週間培養した。神経・筋接合部モデルの自発性

筋活動電位は 3 M KCl を満たした微小ガラス管電極を筋

細胞に挿入し，測定した。 

【実験結果・考察】1．自発性筋活動電位に対するカル

シウムチャネル拮抗薬の影響 

L 型カルシウムチャネル拮抗薬の nicardipine (50, 100 

nM)，calcicludine (50 nM)投与により自発性筋活動電位を

軽度に抑制した。N 型カルシウムチャネル拮抗薬ω

-conotoxin (30, 50 nM)で抑制作用が認められたが，P/Q 型

カルシウムチャネル拮抗薬ω-agatoxin は 10, 30 nM の低

濃度で抑制作用を示した。一方，R 型カルシウムチャネ

ル拮抗薬の SNX-482 (100 nM) は抑制作用を認めなかっ

た。これらの結果から，ラット培養神経・筋接合部モデ

ルでの神経伝達機構に N 型，P/Q 型のカルシウムチャネ

ルが関与していることが示唆された。 

2．自発性筋活動電位に対する患者血清の影響 

正常人血清（10µl/ml）は自発性筋活動電位には影響を

与えなかったが，重症筋無力症患者清（10µl/ml）は著明

な抑制作用を示した。一方，筋萎縮性側索硬化症患者血

清（10µl/ml）では影響を認めなかった。
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10．ATP 受容体の生理機能の解明 

2002 年 8 月 29 日 8 月－30 日 

代表・世話人：井上和秀（国立医薬品食品衛生研究所） 

所内対応者：井本敬二 

（１）基調講演：グリア細胞と ATP 

高坂新一（国立精神 神経センター神経研究所 代謝研究部） 

（２）ミクログリアの TNF 産生誘導における ATP 受容体サブタイプの役割とシグナル制御 

鈴木智久，井戸克俊，秀 和泉，仲田義啓（広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 薬効解析） 

（３）ATP によるグリア細胞でのケモカイン産生誘導 

南 雅文，中村美香，片山貴博，伊藤美聖，佐藤公道（京都大学 薬学研究科 生体機能解析学分野） 

（４）ミクログリア P2Y6 受容体の薬理学的解析 

重本（ 上）由香里 1，小泉修一 1，溝腰朗人 1,2，檜槇大介 1,2，井上和秀 2 

（1国立医薬品食品衛生研究所 薬理，2九大院 分子制御） 

（５）小腸絨毛上皮下線維芽細胞の機械受容と ATP 

古家喜四夫 1，古家園子 2，曽我部正博 1,3 

（1科学技術振興事業代 細胞力覚，2生理学研究所 形態情報解析，3名古屋大学 医学 生理） 

（６）グリオーマ細胞からの細胞膨張性グルタミン酸放出と細胞外 ATP による制御 

挾間章博（統合バイオサイエンスセンター） 

（７）ATP 刺激で引起される知覚神経終末シュワン細胞のカルシウム波 

岩永ひろみ１，葉原芳昭２（１北海道大学大学院 医学研究科 生体機能構造学 

２北海道大学大学院 獣医学研究科 比較形態機能学） 

（８）アストロサイトからの自発的 ATP 放出とシグナル伝達制御 

小泉修一 1，藤下加代子 1,2，井上和秀 1,2 

（1国立医薬品食品衛生研究所 薬理，2九州大学大学院 薬 分子制御） 

（９）HEK293 細胞に発現させた ecto-ATPase および ecto-apyrase の性質と 

P2 受容体シグナリングにおよぼす影響 

松岡 功，熊坂忠則，木村純子（福島県立医科大学 医学部 薬理学講座） 

（10）ラット脳におけるアデニン結合サイトの解析 

渡辺 俊 1,2，池北雅彦 2，中田裕康 1 

（1都神経研 生体機能分子，2東京理科大 理工 応用生物科学） 

（11）孤束核ネットワーク情報処理と P2X 受容体 

繁冨英治，加藤総夫 

（東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 神経科学研究部 神経生理学研究室） 

（12）ATP 受容体による脂肪細胞の membrane ruffling 

尾松万里子，松浦 博（滋賀医大 第二生理） 

（13）PC12 細胞の ATP 産生能に及ぼすアデニン化合物の影響 

 藤森廣幸，芳生秀光（摂南大学 薬学部 衛生分析化学研究室） 

（14）ラット脳スライス標本からの ATP 放出反応の性質 

小野委成，松岡 功，木村純子（福島県立医科大学 医学部 薬理学講座） 
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（15）ヒト表皮ケラチノサイトの内在性 ATP 誘発細胞間 Ca2+ wave 伝播の解析 

藤下加代子 1,2，小泉修一 1， 上由香里 1，井上かおり 3，小濱とも子 1，井上和秀 1,2 

（1国立医薬品食品衛生研究所 薬理，2九州大学大学院 薬理 分子制御，3資生堂 Research Center） 

（16）Angiotensin II による ATP 放出へのイノシトール 3－リン酸系シグナルの関与 

Lou Guangyuan，佐藤千江美，桂木 猛（福岡大 医 薬理） 

本多健治（同 薬 生体機能制御） 

（17）痛みと後根神経節細胞からのヌクレオシド，ヌクレオチド放出機構 

中谷直美 1,2， 長井 薫 1，西崎知之 1，太城力良 2 

（兵庫医科大学 1生理学第二講座，2麻酔科学教室） 

（18）P2Y 受容体による心筋緩除活性型遅延整流性 K+チャネル(IKs)の制御機構   

— ホスファチジルイノシトール 4,5-二リン酸 (PIP2)の関与—  

丁 維光，豊田 太，尾松万里子，松浦 博（滋賀医科大学 第二生理） 

（19）海馬錐体細胞の興奮性におよぼす ATP の相反的影響 

川村将仁 1，田中淳一 2，加藤総夫 3 

（1慈恵医大 薬理学第 1，2総研大 院，3慈恵医大 神経生理） 

（20）麻酔下ウサギ迷走神経性呼吸反射におよぼす孤束核 P2X 受容体遮断の影響 

高野一夫 1，加藤総夫 2 

（1慈恵医大 薬理学第 2，2慈恵医大 総合医科研 神経生理） 

（21）大腸癌細胞に対する ATP の細胞増殖抑制作用の検討 

西藤 勝 1,2，長井 薫１，西崎知之１，中川一彦２，山村武平２ 

（兵庫医科大学 １生理学第二講座，２外科学第二講座） 

（22）ラット腎メサンギウム細胞における P2X7受容体活性化を介する細胞死 

原田 均，月本光俊，五十里 彰，高木邦明，祐田泰延 

（静岡県立大 薬学部 産業衛生学教室） 

 

【参加者名】 

井上和秀（国立医薬品食品衛生研究所），岩永ひろみ（北

大医），木村純子， 松岡功，小野秀成，熊坂忠則（福島

医大医），田村誠司（山之内製薬），加藤総夫，繁冨英治，

川村将仁，高野一夫，津氏典子，池田亮，山崎弘二（慈

恵医大），中田裕康，渡辺俊（東京都神経研），池北雅彦

（東京理科大理工），小泉修一，重本由香里，溝腰朗人，

藤下加代子，篠崎陽一，多田薫，戸崎秀俊，檜槇大介（国

立医薬品食品衛生研究所），高坂新一，佐々木洋（精神神

経センター神経研），保田慎一郎（三菱ウェルファーマ），

栗原琴二（明海大歯），原田均（静岡県立薬大薬），古家

喜四夫，F. Lopez-Redondo（科技団「細胞力覚プロジェ

クト」），柴田あずみ（名大医），富永真琴（三重大医），

下条雅人（ファイザー製薬），吉岡和晃（金沢大医），尾

松万里子，丁維光（滋賀医大），井上和子 （立命館大理），

藤森廣幸（摂南大薬），山下勝幸（奈良医大医），南雅文

（京大薬），西崎知之，西藤勝，中谷直美，長井薫（兵庫

医大），仲田義啓，秀和泉，鈴木智久，井戸克俊（広島大

医総合薬学），桂木猛，Lou Guangyuan（福岡大医），挾間

章博（統合バイオ），松下かおり，佐々木幸恵，井本敬二

（生理研） 

 

【概要】 

ATP 受容体はイオンチャネル型である P2X 受容体と

代謝調節型（G 蛋白共役型）である P2Y 受容体に分類さ

れ，それぞれ７種及び 10 種類のサブタイプがすでにク

ローニングされている。ATP 受容体は多種多様の組織，

細胞系に発現し，神経伝達，疼痛発生，炎症反応，細胞

増殖などの重要な生理機能を担っていることが，ようや

く明らかになりつつある。しかし，その受容体機能およ

び組織分布の多様性のために，研究者は各研究領域に分
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散しており，既存の一つの学会では総合的な情報交換が

できない。このような現状に鑑み，本研究会の第一の目

的は，生理学，薬理学をはじめとする広範な領域から研

究者を集め，相互に 新のデータと情報を交換し，研究

の進展を図れるような場を提供することであり，第二

に， 近特に注目されている分野に集中して議論を深め

その研究を促進させることであった。研究会の内容はこ

れらの目的にかなった総合的なものとなるが， 近のホ

ットな話題に関しては特別セッション「グリア細胞にお

ける ATP 受容体機能の解明」を設け，ミクログリアやア

ストロサイトでの ATP 受容体の役割，ならびにグリア細

胞・ニューロン間の情報伝達分子としての ATP の役割等

について議論を展開した。 

 

 

（1）基調講演：グリア細胞と ATP 
 

高坂新一（国立精神 神経センター神経研究所 代謝研究部） 

 

グリア細胞は脳内において，ニューロンの約 10 倍とい

う数が存在するにも関わらず，長年にわたりニューロン

の単なる支持細胞と考えられていた。しかしこの四半世

紀における研究の進展により，グリア細胞の機能が次第

に明らかにされつつある。ミエリン形成細胞としてのオ

リゴデンドロサイトはさておき，アストロサイトの機能

は多岐にわたっており，恒常性の維持，血液脳関門，物

質代謝，神経栄養因子の分泌などニューロンの機能に密

接したものである。また第 3 のグリア細胞であるミクロ

グリアも脳内におけるスキャベンジャー細胞としての

機能に加え，免疫応答や損傷修復作用が注目されてい

る。更に， 近になりグリア細胞に各種神経伝達物質の

受容体やトランスポーターが発現していることが明ら

かにされたり，グルタミン酸など刺激によりアストロサ

イトにおいてカルシウムオシレーションが観察される

に至り，神経情報処理にもグリア細胞が関与する可能性

が示唆され多くの研究者にとって注目を集めている。 

我々の研究室に於いてもミクログリアが神経伝達物 

 

質の一つ，あるいはモデュレーターと考えられている

ATP に対して様々な反応を示すことを明らかにしてき

た。例えば，ATP はミクログリアからのプラスミノーゲ

ン（PGn）の分泌を促進したり，ミクログリアに対する

走化性を示すことが判明した。さらに ATP はミクログリ

アからの TNF やインターロイキン 6（IL-6）の分泌を促

進することも報告されている。このように ATP はアスト

ロサイトのみならずミクログリアに対しても多種多様

な作用を示すが，この反応の多様性は細胞に発現してい

る ATP 受容体の種類によって一義的に調節されている

ことが明らかにされつつある。例えば PGn の分泌はイオ

ンチャネル型である P2X7 によって，又，走化性は G 蛋

白共役型である P2Y12 によって担われている。TNF や

IL-6 の分泌に関しても，それぞれに関与する受容体が判

明している。かように神経伝達物質あるいはモデュレー

ターである ATP はニューロンとグリア細胞との間のク

ロストークの主な担い手であると言っても過言ではな

く，今後の研究の進展が期待される。 

 

 

（2）ミクログリアの TNF 産生誘導における ATP 受容体サブタイプの役割とシグナル制御 

 

鈴木智久，井戸克俊，秀 和泉，仲田義啓 （広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 薬効解析） 

 

我々はこれまでに，脳ミクログリアの ATP 誘発性 TNF

産生におけるMAPキナーゼ(ERKおよび p38)の役割を検

討し，ERK は TNF 遺伝子転写を，p38 は TNF 転写後の

過程を制御すること，さらに P2X7 受容体は ERK ではな

く p38 の活性化のみに関与することを報告してきた。一

方 JNK は ERK，p38 とともに MAP キナーゼの重要なメ

ンバーである。この酵素は ATP によって活性化され

P2X7 受容体遮断薬 Brilliant Blue G(BBG)により抑制され

ることから，p38 と同様 P2X7 受容体の制御を受けると

考えられる。そこで，ごく 近開発された JNK 特異的阻
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害薬(SP600125)を用いて ATP 誘発性 TNF 産生に対する

影響を検討した。その結果，SP600125 は ATP による TNF

遊離および TNFmRNA 発現を部分的に抑制したことか

ら，P2X7 受容体は JNK を介して TNF 遺伝子転写にも関

与することが示された。 

さらに，P2X7 はイオンチャネル型受容体でありなが

ら，p38 や JNK の活性化は Ca2+流入には依存しない。

近イオンチャネル型受容体とチロシンキナーゼ(PTK)

の会合が報告されたことから，P2X7 受容体が PTK を介

して TNF 産生を制御する可能性を検討した。PTK 阻害

薬である genistein は ATP による TNF 遊離を濃度依存的

に抑制し，また ATP による ERK の活性化には影響を及

ぼすことなく，p38 および JNK の活性化を強く抑制した。

従って，P2X7 受容体から p38 および JNK 活性化に PTK

が関与することが示された。さらに，Src ファミリーPTK

選択的阻害薬 PP2，および Src ファミリーPTK の制御

に 関わる分子シャペロン Hsp90 の特異的阻害薬

geldanamycin はいずれも TNF 遊離を抑制した。P2X7 受

容体には特異的な長い C 末構造があり， 近，この部分

がイオンチャネル機能とは独立したシグナル伝達の足場

となることが明らかにされつつある。さらの Hsp90 がこ

の C 末に会合する分子の一つであることも報告された。

従って，P2X7 受容体は C 末への Hsp90/Src ファミリー

PTK の会合を介して JNK，p38 活性化を引き起こし，TNF

産生を誘導する可能性が示唆された。

 

 

（3）ATP によるグリア細胞でのケモカイン産生誘導 

 

南 雅文，中村美香，片山貴博，伊藤美聖，佐藤公道 （京都大学 薬学研究科 生体機能解析学分野） 

 

脳内ケモカインの産生調節機構を明らかにするため，

ラット培養グリア細胞を用いて，monocyte chemoattrac- 

tant protein-1 (MCP-1) および cytokine-induced neutrophil 

chemoattractant-1 (CINC-1) の mRNA 発現および各蛋白の

培養上清への遊離に対する ATP の効果を検討した。ATP

処置により，培養アストロサイトおよびミクログリアに

おいてATP濃度依存的なMCP-1およびCINC-1のmRNA

発現が惹起された。また，アストロサイトにおいて

MCP-1 および CINC-1 の培養上清への遊離量が，ミクロ

グリアにおいて CINC-1 の遊離量が増加した。さらに，

これら ATP により誘導されるケモカイン mRNA 発現に

関与する P2 受容体のサブタイプ同定を目的として，各

種 P2 受容体アゴニストを用いて検討を行った。その結

果，細胞種およびケモカインの種類により，異なる組み

合わせの受容体サブタイプが mRNA 発現誘導に関与し

ている可能性が示された。 

単離・培養したグリア細胞ではすでにある程度の活性

化が起こっており，無処置群においてもケモカインの産

生が検出される。そこで，よりインビボに近い培養系と

して脳切片スライス培養系を用い，ケモカイン産生に対

する ATP 受容体刺激の効果を検討した。ラット新生児脳

より調製した大脳皮質− 線条体を含む培養組織切片に

ATPγS（300µM）を処置したところ MCP-1 の産生誘導が

認められた。MCP-1 産生細胞はグリア細胞と考えられる

形態を有していた。現在，蛍光免疫二重染色により産生

細胞の同定を行っているところである。 

 

 

（4）ミクログリア P2Y6 受容体の薬理学的解析 

 

重本（ 上）由香里 1，小泉修一 1，溝腰朗人 1,2，檜槇大介 1,2，井上和秀 2 

（1国立衛研 薬理，2九大院 分子制御） 

 

ミクログリアは脳の病態時や損傷時に活性化し神経

組織の再生修復など，さまざまな役割を果たしている｡

この活性を制御する主要な伝達系として近年，P2 レセプ

ターが注目されている。これまでに，ミクログリアには

イオンチャネル型の P2X7 と，G‐蛋白共役型の P2Y2，

Y12 が存在し，ケミカルメディエーターや炎症性サイト
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カインの産生，ケモタキシスの誘導を引き起こすことが

報告されている。しかしながら，このほかにミクログリ

アに発現する P2 レセプターおよびその機能については，

いまだ明らかになっていない。 

本研究では，RT－PCR および，DNA チップ法を用い，

ラット初代培養ミクログリアに発現している他の P2 受

容体の解析を試みた。ラットミクログリアには，これま

でに報告されていたレセプターに加え，P2Y6 受容体

mRNA が大量に発現していることが明らかとなった。

P2Y6 は 1995 年にはじめてクローニングされた UDP を

アゴニストとする Gq/11 共役型受容体である。UDP は，

濃度依存的にミクログリアの Ca2+上昇および MAPK の

活性を引き起こし，これらの反応は P2Y6 antisense 

oligonucleotide および P2Y6 アンタゴニスト（reactive 

blue2）によって顕著に抑制された。以上の結果からミク

ログリアに機能的な P2Y6 が発現していることがはじめ

て示唆された。現在ミクログリアにおける P2Y6 の生理

的役割について検討しているが，そのひとつとして，ミ

クログリアのファゴサイトーシス活性の増強が確認さ

れたので本研究会にて報告する。 

 

 

（5）小腸絨毛上皮下線維芽細胞の機械受容と ATP 
 

古家喜四夫 1，古家園子 2，曽我部正博 1,3 

（1科学技術振興事業代 細胞力覚，2生理学研究所 形態情報解析，3名古屋大学 医学 生理） 

 

小腸絨毛上皮下線維芽細胞(Subepithelial Fibroblasts)

は，上皮基底層直下で互いに突起を伸ばしネットワーク

を形成している。この細胞系は Gap 結合および細胞外の

物質を介して互いにコミュニケートするとともに，平滑

筋や血管にも突起を伸ばしている。私たちはこの細胞の

培養に成功し，この細胞がエンドセリン(ET-1,3)，ATP，

をはじめ，血管作動性，神経作動性の多様な生理活性物

質に対する受容体を持つとともに，細胞内 cAMP 濃度に

応じて，扁平な形（扁平状）から星型の形（星状）へ形

態を変化させることをすでに明らかにした。これらの性

質及び形態は脳のアストロサイトと，発生の起源は異な

るが，極めてよく類似しており，脳機能に果たすアスト

ロサイトと同様，この細胞系は，細胞間情報伝達を制御

することにより腸の機能に関わっていると考えられる。

この１つの細胞を細いガラスピペットで触るといった

機械的刺激を与えると，ATP の放出と P2Y 受容体 (P2Y1)

の活性化による細胞間 Ca2+波が発生した。また伸展機械

刺激にも応答し，細胞内 Ca2+上昇とともに強度依存的に

ATP が放出されることをルシフェレース反応を用いて

明らかにした。これら機械的刺激に対する応答性は，

dBcAMP処理によって扁平状から星状へと形態変化させ

た細胞では抑制されていた。この時，機械刺激による

ATP 放出量の減少ばかりでなく，個々の細胞での ATP

に対する反応性の低下もみられた。この星状の細胞に

ET(1-10nM)を投与すると，扁平状の形態に戻るとともに

機械刺激に対する応答性も回復した。このように小腸絨

毛下線維芽細胞は各種活性物質によってその形や性質

を変えることにより，ネットワークの機械的性質や物質

の透過性を制御していると考えられる。また，伸展刺激

による ATP 放出は，絨毛の動きに応じるメカノセンサー

としての機能が示唆される。

 

 

（6）グリオーマ細胞からの細胞膨張性グルタミン酸放出と細胞外 ATP による制御 

 

挾間章博（統合バイオサイエンスセンター） 

 

低浸透圧刺激により細胞は速やかに膨張するが，その

際に種々のアミノ酸の放出が起こることは既に知られ

ている。しかし，それらの分子の膜透過経路については，

明らかにされていない。我々は，グルタミン酸に着目し

て低浸透圧性膨張に伴うグルタミン酸放出経路の同定

を目指している。まず，グルタミン酸脱水素酵素と NAD
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に対する発色基質を用いて，1µM 以上の濃度のグルタミ

ン酸をプレートリーダを用いて容易かつ迅速に測定で

きるシステムを確立した。このシステムを用いて，グリ

オーマ細胞株 C6 からの低浸透圧性グルタミン酸放出を

測定した。低浸透圧刺激 (200mOsm)を C6 に与えると，

細胞外液のグルタミン酸は刺激前の数 µM から，10µM

以上にまで増大する。このグルタミン酸放出は，16℃か

ら 36℃までの温度変化による影響をあまり受けなかっ

た。この結果は，グルタミン酸がトランスポータや開口

放出の経路で放出されるのでなく，チャネルにより放出

されることを示唆する。また，グルタミン酸の膜透過路

の候補である Cl-チャネルの阻害剤を加えてもグルタミ

ン酸放出は抑制されなかった。さらに，これまで，低浸

透圧性 ATP 放出を抑制することが知られている Gd3+を

加えてもグルタミン酸放出は抑制されなかった。また，

グルタミン酸放出は ATP 受容体阻害薬である suramin，

あるいはATP加水分解酵素apyrase投与により抑制され，

さらに等浸透圧条件下で細胞外に ATP を投与しただけ

でグルタミン酸放出が起こることを見出した。これらの

結果から，C6 より放出されるグルタミン酸は，Cl-チャ

ネルでもなく ATP 透過路とも別の透過経路より細胞外

に放出され，その放出に細胞外 ATP が関与することが示

唆された。

 

 

（7）ATP 刺激で引起される知覚神経終末シュワン細胞のカルシウム波 

 

岩永ひろみ１，葉原芳昭２ 

（１北海道大学大学院 医学研究科 生体機能構造学， 

２北海道大学大学院 獣医学研究科 比較形態機能学） 

 

知覚神経終末のシュワン細胞は，丸い細胞体から複数

の突起を異なるニューロンに向かってのばす点，これら

の突起で互いにつながり合い，網をなす点で，脳のアス

トロサイトに似る。私たちは，ラット頬髭の知覚装置で

ある槍型神経終末を，随伴するシュワン細胞の網工とと

もに膜片標本として分離し，蛍光性カルシウム指示薬を

用いた画像解析を行なって，この終末シュワン細胞が，

アストロサイトと同様，ATP 刺激に対し代謝型プリン受

容体 P2Y を介した細胞内 Ca2＋濃度の上昇を示すことを

見出した。 今回は，この応答が細胞内を伝播する様子

を観察した。蛍光顕微鏡で 10 秒間隔で記録したカルシ

ウム画像では，終末シュワン細胞の細胞内 Ca2+濃度は，

10µM から 1mM の ATP 灌流刺激に反応して一過性上昇

を示し，同一細胞での反応開始は，細胞体よりも，軸索

終末に伴行する突起で先行する傾向がみられた。共焦点

顕微鏡による 0.5-1.0 秒間隔の記録では，100 µM ATP で

刺激した終末シュワン細胞の Ca2+濃度に，しばしば，約

20 秒周期のスパイクが認められた。このカルシウム振動

は，同じ細胞に由来する突起間で，波形が異なり，同期

性も認められなかった。また，カルシウム波は，突起の

遠位側から細胞体に向かって伝播した。これらの観察結

果は，ATP 刺激による終末シュワン細胞のカルシウム振

動が，異なる軸索終末に随伴する突起でそれぞれ独自

に，多焦点性に生じ，それが細胞体に伝わることを示唆

する。中枢神経系では，ATP に対するアストロサイトの

興奮性が，細胞自身の突起形成や近接ニューロンの活動

調節に関わると予測されている。末梢知覚装置の終末シ

ュワン細胞の興奮性が，同様の意義をもつ可能性につい

て考察する。 
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（8）アストロサイトからの自発的 ATP 放出とシグナル伝達制御 

 

小泉修一 1，藤下加代子 1,2，井上和秀 1,2（1国立衛研薬理，2九大院 薬 分子制御） 

 

昨年の本研究会で，astrocytes は機械刺激に応答して，

ATP を放出すること，この astrocytes 由来 ATP が，①

astrocytes 間 Ca2+wave 伝播を形成していること，②近傍

神経細胞の興奮性シナプス伝達をダイナミックに制御

していることを報告し，ATP を仲介役とした“tripartite 

synapse（pre-, post- 及び astrocyte が作る peri-synapse）仮

説”を提唱した。この仮説は，シナプス外に漏れた神経

伝達物質が周囲の astrocytes を刺激し，astrocytes が ATP

を放出し，近傍シナプス活動にフィードバック制御をか

ける，というものである。しかし，ラット海馬神経－グ

リア共培養細胞では，astrocytes は tetrodotoxin で神経活

動を遮断した場合でも Ca2+wave 伝播が観察され，また

astrocytes のみの培養系でも Ca2+wave が観察された。ま

たこれらの自発的 Ca2+wave 伝播の多くは apyrase 及び

suramin で消失した。従って astrocytes は神経活動に依存

しない，自発的 ATP 放出機構を有していることが示唆さ

れた。神経－グリア共培養細胞における自発的興奮性シ

ナプス伝達は apyrase により増強された。以上，astrocytes

は自発的 ATP 放出によりシナプス伝達を恒常的に制御

していること，astrocytes のより積極的なシナプス伝達制

御機構の存在が示唆された。さらに astrocytes からの

constitutive ATP放出が他の受容体を介する細胞内シグナ

ル伝達に与える影響に関しても報告する。 

 

 

（9）HEK293 細胞に発現させた ecto-ATPase および ecto-apyrase の性質と 

P2 受容体シグナリングにおよぼす影響 

 

松岡 功，熊坂忠則，木村純子（福島県立医科大学 医学部 薬理学講座） 

 

今日，多くの種類の ecto-nucleotidase が同定されてい

るが，各酵素の ATP 分解酵素としての特性や，P2 受容

体を介する反応におよぼす影響は良く知られていない。

そこで，ATP 分解の活性が高く，各組織に広範に分布し

ている ecto-ATPase および ecto-apyrase の cDNA を

HEK293 細胞に発現させ，その性質を調べた。HEK293

細胞では内因性の ATP 分解活性はほとんど見られなか

った。Ecto-ATPase および ecto-apyrase を発現させた細胞

は，非常に高い ATP 分解活性を示し（ATP 100 µM を基

質とした場合，105細胞存在下の ATP の t1/2 は約 40 秒），

各々ADP および AMP が産生された。両酵素の Km は約

2mM と高く，広範囲な濃度の ATP を効率良く分解する

と考えられた。P2 受容体アゴニストのうち ATP の安定

誘導体として用いられるαβMeATP，βγMeATP，AppNHp

および ATPγS は両酵素によりほとんど分解されなかっ

たが，2MeSATP は ATP と同様に分解された。P2 受容体

阻害薬として用いられるスラミン，PPADS，Cibacron 

blue は ecto-ATPase 活性を 30-40 ％抑制したが，

ecto-apyrase に対する抑制作用は弱かった。P2 受容体の

研究に用いられる色素系化合物の中ではエバンスブル

ーが も強力な阻害作用を示した。また，ATP 分解阻害

剤として市販されている ARL67156 は ecto-ATPase より

ecto-apyrase を強く抑制した。HEK293 細胞を ATP で刺

激すると内因性の P2Y 受容体を介して細胞内 Ca2+濃度

の上昇が認められるが，ecto-ATPase や ecto-apyrase を発

現させた細胞では 大応答の大きさは小さくなるもの

の，用量作用曲線が左にシフトし ATP の反復刺激に対し

ても受容体の脱感作が生じにくいことが示唆された。 
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（10）ラット脳におけるアデニン結合サイトの解析 

 

渡辺 俊 1,2，池北雅彦 2，中田裕康 1（1都神経研 生体機能分子，2東京理科大 理工 応用生物科学） 

 

プリン化合物の一種であるアデニンのもつ新規な生

理作用として，ラット小脳皮質プルキンエ細胞を分散培

養に移した際におこる細胞死を強く抑制することを見

出した（渡辺ら，細胞生物学会，2001，生化学会，2001）。

この細胞死の抑制機構として，新規なアデニン受容体を

介する可能性が考えられるため，今回はラット脳中にお

けるアデニン結合サイトの存在を[3H]アデニンをリガン

ドとした結合実験で明らかにすることを目的とした。ラ

ット全脳から調整した膜画分を[3H]アデニンと反応後，

ポリエチレンイミンコートされたガラスフィルターを

用いて濾過により膜結合アデニンを分離し，細胞膜への

[3H]アデニン結合量を測定した。また，過剰の非標識ア

デニンの添加により非特異的結合を算出した。その結

果，ラット脳膜画分には可逆的に結合する[3H]アデニン

結合サイトが存在しており，Kd と Bmax はそれぞれ約

156nM，16.3pmol/mg protein であった。この結合はプリ

ン，2,6-ジアミノプリン，4-アミノピラゾロ[3,4-d]ピリミ

ジンにより阻害されたが，グアニン，ヒポキサンチン，

キサンチン，ウラシル，シトシン，チミン塩基をもつプ

リンやピリミジンによっては阻害されなかった。また，

アデノシンによっても部分的に阻害を受けたが，アデノ

シン受容体特異的リガンドである NECA や，ヌクレオチ

ドトランスポーター阻害剤である NBTI によっては阻害

を受けなかった。一方でラット脳内分布を調べたとこ

ろ，このアデニン結合サイトは大脳皮質よりむしろ小脳

に多く存在していた。以上のことから，ラット脳の膜画

分中にアデニン塩基に特異的な可逆的結合サイトが存

在することが明らかとなった。 

 

 

（11）孤束核ネットワーク情報処理と P2X 受容体 

 

繁冨英治，加藤総夫（東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 神経科学研究部 神経生理学研究室） 

 

求心性自律情報の中継・統合核である孤束核は，グル

タミン酸作動性ならびに GABA 作動性の小型介在ニュ

ーロン，および，コリン作動性あるいはカテコラミン作

動性などの大型出力ニューロンからなる階層的ネット

ワークから構成されている。我々は，細胞外 ATP（10-4 M）

が孤束核小型ニューロンへのグルタミン酸放出頻度を

増加する事実を示したが（Kato & Shigetomi, J. Physiol., 

2001），孤束核ネットワークにおける細胞外 ATP の機能

的意義を確定するためには，P2X 受容体活性化がグルタ

ミン酸以外の伝達物質，特に GABA の放出にも影響を及

ぼすのか否かを検証する必要がある。そのために，幼若

ラット脳幹冠状断スライスの孤束核大型ニューロンか

ら kynureic acid ， strychnine お よ び 8-cyclopenty1 

-1,3-dipropylxanthine存在下にGABA作動性抑制性シナプ

ス後電流（IPSC）を導出して P2X 受容体作動薬の影響を

観察した。ATP およびα,β−methyleneATP は，小型ニュー

ロン微小 EPSC 頻度を有意に増大する濃度（10-4 M）に

おいて，自発 IPSC の頻度に影響せず，微小 IPSC の頻度

にも影響しなかった。高濃度 ATP（10-3 M）は ATP 受容

体電流を誘発したが，微小 IPSC 頻度には影響しなかっ

た。以上より，孤束核における細胞外 ATP 濃度上昇は，

抑制性シナプス伝達に影響せずに，興奮性シナプス伝達

をシナプス前性機構を介して選択的に促進することに

よって，ネットワークの興奮性を高進させることが示唆

された。 

 

 

 

 

 



生理学研究年報 第 24 巻（Dec,2003） 

260 

（12）ATP 受容体による脂肪細胞の membrane ruffling 
 

尾松万里子，松浦 博（滋賀医大 第二生理） 

 

多くの細胞において細胞内Ca2+ストアからのCa2+遊離

を惹起する も主要なメッセンジャーは G タンパク連

関型受容体などの刺激で産生されたイノシトール 1,4,5-

三リン酸（IP3）である。IP3によって引き起こされる Ca2+

放出はストアを枯渇させ，それに伴い容量性 Ca2+流入機

構が活性化されることが知られている。我々は，ラット

褐色脂肪細胞において，細胞外 ATP が (1) P2 受容体を

介して容量性 Ca2+流入を抑制すること，(2) 細胞骨格ア

クチンを細胞膜周辺に厚く再重合させること，(3) アク

チンの脱重合剤であるサイトカラシン D で細胞を処理

すると ATP によるアクチンの再重合も容量性 Ca2+流入

阻害も起こらないことを見出し，P2 受容体刺激による容

量性Ca2+流入阻害は細胞膜近傍におけるアクチンの再重

合による可能性が高い事を報告した。 

今回，マウス由来の分化誘導型白色脂肪細胞である

3T3-L1 細胞を用いて ATP 受容体刺激による細胞骨格の

変化を観察したところ，未分化の 3T3-L1 線維芽細胞に

おいても，分化誘導後の 3T3-L1 脂肪細胞においても細

胞外 ATP によってアクチンフィラメントの分布が著し

く変化し，細胞膜がラッフリングを起こしていることが

わかった。この P2 受容体を介する細胞膜ラッフリング

について，その細胞内情報伝達機構および容量性 Ca2+流

入阻害との関係について検討する。 

 

 

（13）PC12 細胞の ATP 産生能に及ぼすアデニン化合物の影響 

 

藤森廣幸，芳生秀光（摂南大学 薬学部 衛生分析化学研究室） 

 

【目的】細胞外のアデニン化合物の生理的意義解明の一

端として，ラット褐色細胞腫由来 PC12 細胞の細胞内ア

デニン化合物，特に，ATP 含量変動に及ぼすアデノシン 

(Ado) 及びその関連化合物の影響を検討した。 

【方法】Locke’s 液に溶かした Ado 等の化合物を PC12 

細胞に加え，一定時間後，細胞内の酸可溶性物質を抽出

した。酸可溶性画分中のアデニン類は標識試薬クロロア

セトアルデヒドで蛍光化した後，陰イオン交換樹脂を用

いる HPLC 法により測定した。 

【結果及び考察】PC12 細胞に Ado を加えると細胞内の 

ATP 量は有意に増加したが，ATP，ADP あるいは AMP

を加えても細胞内の ATP 量は変化しなかった。P1 受容

体の agonist である CCPA, CGS21680, NECA あるいは

CHA を細胞に加えても，細胞内の ATP 量は変化しなか

った。P1 受容体の拮抗薬 theophylline は Ado による細胞

内 ATP 含量増加作用を阻害しなかった。Ado の ATP 産

生促進効果は Ado 取り込み阻害剤 dipyridamole 及び

Ado deaminase 阻害剤 coformycin 共存下でさらに上昇し

たが，Ado kinase 阻害剤 iodotubercidin により阻害され

なかった。Glucose-free Locke’s 液中の PC12 細胞に Ado

を加えると，glucose を含む場合と同様に，細胞内の ATP

含量は増加した。PC12 細胞に inosine を加えると，細胞

内の ATP 量は増加し，その効果は Ado の場合と，ほぼ

同程度であった。 

以上の結果より，PC12 細胞の細胞外液に加えた Ado 

は Ado kinase ではなく hypoxanthine-guanine phosphori- 

bosyltransferase による Ado の salvage 系を介して細胞内

の ATP の産生を促進することが示唆された。 
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（14）ラット脳スライス標本からの ATP 放出反応の性質 

 

小野委成，松岡 功，木村純子（福島県立医科大学 医学部 薬理学講座） 

 

中枢神経系には多くの ATP の受容体サブタイプの分

布が認められているが，ATP の放出動態の詳細について

は不明な点が多い。そこで，ラット脳スライス標本を用

いて，ATP の放出反応の特徴を検討した。Wistar 系雄性

ラット(3-16 W)の脳から作製した大脳皮質，線条体，視

床下部および小脳のスライス標本を灌流装置に保持し

Krebs-Ringer 液で表面灌流した。薬物は灌流液中に添加

し，2 本の白金電極を介して電気刺激を行った。灌流液

中に放出された ATP をルシフェリン・ルシフェラーゼ法

で測定した。ラット脳各部位のスライス標本に KCl (60 

mM) を作用させると潅流液中の ATP が増加したが，そ

の量は非常に少なかった。一方，標本に電気刺激（2-50 

Hz，0.5-2.5 ms)を与えると，刺激頻度，刺激強度に依存

して著明な ATP 遊離が認められた。刺激条件を 2 Hz, 1 

ms, 2 分間とし各部位からの ATP 放出量を比較すると，

視床下部が も多く，小脳では少なかった。以下，視床

下部を用いて電気刺激による ATP 放出の性質を検討し

た。視床下部からの ATP 放出はテトロドトキシン(1 µM)

の前処置では消失しなかったが，Cl－チャネル阻害薬

（NPPB，100 µM)の前処置で完全に抑制され，灌流液中

の NaCl をメタンスルホン酸に置換すると ATP 放出はほ

ぼ完全に消失した。また，生理的緩衝液に用いられる

HEPES や Tris は，電気刺激による ATP 放出を強力に抑

制した。さらに，ニコチン(10 µM)存在下では電気刺激に

よる ATP 放出は，大脳皮質において増強が認められた

が，線条体および視床下部では減弱した。以上の結果か

ら，電気刺激によるラット脳スライス標本からの ATP

放出反応には Cl－チャネルが関与するとともに，他の神

経伝達物質により調節される可能性が示唆された。 

 

 

（15）ヒト表皮ケラチノサイトの内在性 ATP 誘発細胞間 Ca2+ wave 伝播の解析 

 

藤下加代子 1,2，小泉修一 1， 上由香里 1，井上かおり 3，小濱とも子 1，井上和秀 1,2 

（1国立衛研 薬理，2九大院 薬理 分子制御，3資生堂 Research Center） 

 

近年，中枢及び末梢における情報伝達物質としての 

ATP の役割が注目されるようになってきている。表皮細

胞であるケラチノサイトにおいても，以前から ATP に

より細胞内 Ca2+ 濃度 ([Ca2+]i) が一過性に上昇するこ

と (J. Clin. Invest., 90(1),42-51, 1992)，細胞損傷時 (Trends 

Pharmacol. Sci., 19, 99-107, 1998) だけでなく正常時にお

いてもケラチノサイトから ATP の放出がみられること 

(Br. J. Pharmcol. 127, 1680-1686, 1999) が示されており，

表皮の恒常性調節に果たす ATP の役割が注目されてい

る。 

今回我々はヒト表皮ケラチノサイトに注目し，fura-2 

法を用いた [Ca2+]i 測定により，ケラチノサイトには機

能的 P2 受容体が発現することを確認した。また，単一

ケラチノサイトを局所的に機械刺激すると，周囲のケラ

チノサイト間に Ca2+ wave の伝播が惹起されること，こ

の伝播がケラチノサイトに由来する ATP の放出および

拡散にるものであることを見い出した。ギャップ結合は

ケラチノサイト間の情報伝達を担うと言われているが 

(Carcinogenesis, 15(9), 1859-1865, 1994)，阻害剤を用いた

検討から，Ca2+ wave の伝播に対するギャップ結合の寄

与は小さいことが示された。この内在性 ATP に起因す

る Ca2+ wave 形成の薬理学的，生理学的性質から，ケラ

チノサイトにおける Ca2+ wave 伝播の主たる責任受容

体は P2Y2 受容体であることが明らかとなった。ケラチ

ノサイトにおける [Ca2+]i 上昇はその分化および増殖に

関与すると言われており (J. Cell. Physiol., 134, 229-237, 

1988; Br. J. Dermatol., 132, 892-896, 1995)，機械刺激を始

めとする様々な外部刺激に対する，ケラチノサイト間の

液性情報伝達物質としての ATP の役割の重要性が示唆

された。 
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（16）Angiotensin II による ATP 放出へのイノシトール 3－リン酸系シグナルの関与 

 

Lou Guangyuan，佐藤千江美，桂木 猛（福岡大 医 薬理） 

本多健治（同 薬 生体機能制御） 

 

ATP は神経伝達物質の他にオートクリン／パラクリ

ン物質として働き，広汎な細胞機能の調節因子であると

考えられている。本研究では Angiotensin II（Ang II）の

培養結腸紐平滑筋細胞からの ATP 放出作用に対してど

のような細胞内シグナルが関与しているかについて検

討がなされた。 

Ang II（0.3－1 µM）は著明な ATP 放出を引き起こす

が，これは PD123319（AT2－アンタゴニスト）でなく

SC52458（AT1－アンタゴニスト）で特異的に拮抗され

た。この ATP 放出はニフェジピン（Ca2+チャネルブロッ

カー）で影響されず，U‐73122（phospholipase C 阻害薬）

で著しく抑制された。さらに細胞内 Ca2+キレート剤であ

る BAPTA／AM および小胞体の Ca2+ポンプ阻害薬の

thapsigargin により明らかに拮抗された。しかし，低浸透

圧刺激による ATP 放出を抑制するといわれる Cl－チャ

ネルブロッカーの DIDS や glibenclamide によって，Ang II

による ATP 放出は全く影響されなかった。Ang II は 10 

µM でも LDH を細胞外へ漏出させなかった。また Ang II

（ 1 µM）は同細胞において SC-52458 で拮抗される

Ins(1,4,5)P3 の産生増加を引き起こした。従って Ang II

による ATP 放出には Ins(1,4,5)P3 受容体刺激による細胞

内 Ca2+シグナルの関与が考えられる。 

 

 

（17）痛みと後根神経節細胞からのヌクレオシド，ヌクレオチド放出機構 

 

中谷直美 1,2 長井 薫 1 西崎知之 1 太城力良 2（兵庫医科大学 1生理学第二講座，2麻酔科学教室） 

 

後根神経節に P2X 受容体が発現しているが，その受容

体を活性化する ATP がどこから放出されているか不明

である。末梢神経損傷時に，交感神経の軸索発芽がみら

れ軸索終末部が後根神経節内に至ることが報告されて

いる。我々は，後根神経節内に投射した交感神経が後根

神経節細胞に作用して ATP を放出しているのではない

か，という仮説をたてた。この仮説を証明するために，

胎生 17 日目ラット後根神経節細胞を初代培養し，ノル

アドレナリン添加後に放出されるATP量をHPLCを用い

て分離定量した。その結果，ノルアドレナリンは後根神

経節細胞からの ATP 放出を刺激する，ことが判明した。

さらに，ノルアドレナリンは ADP，AMP，アデノシンの

放出も促進していた。このように，後根神経節 P2X 受容

体は交感神経刺激により後根神経節細胞から放出され

るヌクレオシド／ヌクレオチドによって活性化され，そ

れが疼痛増強に関与しているのかもしれない。現在，培

養後根神経節細胞に whole-cell patch-clamp を施行し，ノ

ルアドレナリン刺激により P2X 受容体反応が得られる

かどうか検討中である。本研究結果は，痛みと交感神経

の関与を示唆している。 

 

 

（18）P2Y 受容体による心筋緩除活性型遅延整流性 K+チャネル(IKs)の制御機構 

— ホスファチジルイノシトール 4,5-二リン酸 (PIP2)の関与—  

 

丁 維光，豊田 太，尾松万里子，松浦 博（滋賀医科大学 第二生理） 

 

遅延整流性K+チャネル (IK) は活動電位の再分極過程

を制御する重要な電流系であり，電気生理学的・薬理学

的特性の異なった 2 つの電流成分，すなわち急速活性型 

(IKr) と緩除活性型 (IKs)から成る。G 蛋白共役型 ATP

受容体 (P2Y) 刺激はモルモット洞房結節，心房筋，心室

筋細胞の IKs に増大作用をおよぼすことが知られてい
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るが，その細胞内機構は十分には明らかにされていな

い。本研究ではモルモット洞房結節細胞および心房筋細

胞に全細胞型パッチクランプ法を適用して，細胞膜 PIP2 

の関与について検討した。1) 細胞外 ATP による IKs の

増大作用はホスフォリパーゼ C のブロッカーである

U-73122 (1 µM)により抑制された。2) 細胞膜 PIP2 含量

を減少させる wortmannin (50 µM)を電極から細胞内に負

荷すると，IKs は徐々に増大していった。3) 細胞内に

PIP2 (100 µM) を直接負荷すると IKs は著明に減少して

いった。4) 細胞内に PIP2 (100 µM) を負荷した細胞にお

いては，細胞外 ATP (50 µM) による IKs の増大作用は

ほとんど消失した。これらの実験結果から，細胞膜 PIP2 

は IKs チャネルに対して抑制性作用をおよぼし，ATP

受容体刺激にともなう細胞膜 PIP2 の減少が IKs の増大

に結びついている可能性が示唆された。さらに，PIP2 の

もつ陰性荷電をうち消すことが知られている neomycin 

(50 µM) や Al3+ イオン (50 µM) を細胞内に負荷しても

IKs の増大が観察されたため，PIP2 のもつ陰性荷電が

IKs の増大反応に関わっているものと思われた。 

 

 

（19）海馬錐体細胞の興奮性におよぼす ATP の相反的影響 

 

川村将仁 1，田中淳一 2，加藤総夫 3（1慈恵医大 薬理学第 1，2総研大 院，3慈恵医大 神経生理） 

 

海馬には各種プリン受容体ならびに ATP からアデノ

シンへの細胞外変換酵素系が豊富に発現している。現在

までの多くの知見は培養海馬細胞において得られてお

り，海馬ネットワークの情報処理，特に，シナプス伝達

の制御において，これらの細胞外プリン関連機能分子群

が果たす役割はまだ確定していない。この問題に答える

ために我々は，幼若ラット海馬冠状断スライス標本にお

けるシナプス電流をパッチクランプ法により記録した。 

ネットワーク全体の活動を維持するため，受容体チャ

ネル遮断薬の非存在下に，CA3 錐体細胞から自発性興奮

性および抑制性シナプス後電流（それぞれ EPSC および

IPSC）を弁別的に同時記録した。ATP（0.1-1 mM）は EPSC

頻度を減少させ，高濃度（1 mM）では，同時に IPSC 頻

度を増加した。前者の効果は DPCPX（1 µM）により消

失し，後者は PPADS（40 µM）により抑制された。アデ

ノシンは，EPSC 頻度の減少のみを，また，α,β-methylene 

ATP (1 mM)は，IPSC 頻度の増加のみを引き起こした。

これらの効果は tetrodotoxin 存在下には観察されなかっ

た。また，ATP とアデノシンは外向き電流を誘発した。

CA3 近傍の上昇層介在ニューロンの中に ATP 誘発内向

き電流を示す細胞が見い出された。 

以上の結果は，ATP が，（1）P2X 受容体の活性化を

介して抑制性介在ニューロンを興奮させ，（2）アデノ

シンへの加水分解後シナプス前 A1 受容体の活性化を介

して興奮性入力を減少させ，さらに，（3）A1 受容体の

活性化により錐体細胞を過分極させるという 3 つの異な

る機序により錐体細胞の興奮性を低下させる，と解釈さ

れる。本機構は虚血や低酸素時における CA3 錐体細胞の

過剰興奮を抑制する役割があると考えられる。 

 

 

（20）麻酔下ウサギ迷走神経性呼吸反射におよぼす孤束核 P2X 受容体遮断の影響 

 

高野一夫 1，加藤総夫 2（1慈恵医大 薬理学第２，2慈恵医大 総合医科研 神経生理） 

 

孤束核 P2X 受容体の活性化はシナプス前性機構によ

って興奮性シナプス伝達を促進する（Kato and Shigetomi, 

J Physiol, 2001）。呼吸運動のリズムは，下部脳幹に局在

する中枢性呼吸リズム形成機構によって自動的に形成

されているが，この呼吸リズムを修飾する も重要な求

心性入力は，迷走神経を求心路として孤束核に至る肺伸

張受容器からの入力であり（Takano and Kato, J Physiol, 

1999），その 1 次求心性線維から 2 次ニューロンへの神経

伝達はグルタミン酸を介している。そこで，肺伸張受容

器反射の発現における孤束核 P2X 受容体の関与を検討
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した。 

麻酔下，非動化・人工呼吸管理下に適正呼気炭酸ガス

濃度下に維持したウサギから横隔膜神経遠心性活動を

記録し，中枢性呼吸リズムを解析した。左右いずれかの

一側性迷走神経低頻度刺激は，いずれも吸息促進反射を

誘発した。一側の孤束核尾側への PPADS（50 nmol / 

rabbit）微量注入は，注入と同側の迷走神経低頻度刺激に

よる吸息促進反射を 1 時間以上にわたり消失させたが，

対側の迷走神経の刺激効果には影響を及ぼさなかった。

迷走神経高頻度刺激によって生じる吸息抑制は，同側，

対側によらず影響を受けなかった。等量の PBS 微量注入

による吸息促進反射の抑制は一過性であった。また，迷

走神経無傷下に no-inflation により誘発される吸息促進

反射は，一側の孤束核内への PPADS 微量注入によって

は影響を受けなかったが，対側孤束核への PPADS 追加

注入によって消失した。以上の結果は，孤束核内の P2X

受容体が求心性入力の頻度に依存して活性化され，興奮

性シナプス伝達を修飾することによって呼吸反射の発

現に関与している可能性を示している。 

 

 

（21）大腸癌細胞に対する ATP の細胞増殖抑制作用の検討 

 

西藤 勝 1,2，長井 薫 1，西崎知之 1，中川一彦 1，山村武平 2 

（兵庫医科大学 1生理学第二講座，2外科学第二講座） 

 

近年，様々な細胞において細胞外ヌクレオチドがプリ

ン受容体を介し細胞増殖調節に関与するという報告が

ある。本研究は，消化器癌モデルとして大腸癌細胞株

Caco-2 を用いて細胞増殖に対する ATP の効果を判定し，

消化器癌治療薬としての ATP の可能性について検討し

た。培養 Caco-2 細胞に ATP (1 mM)を 48 時間以上処理し

た時，有意に細胞生存率が減少した。ATP 処理後の細胞

は Hoechst33342 染色に反応せず，ATP の効果は Caspase 

阻害剤で抑制されなかった。この結果は，ATP による細

胞生存率はアポトーシスによるものでないこと，を示し

ている。細胞周期を S 期で止めるアフィデイコリン存在

下で ATP の効果は認められなかった。このことから，

ATP は Caco-2 細胞の増殖抑制により細胞生存率を減少

させることが判明した。P2 受容体アンタゴニストである

Suramin は ATP の効果を阻害したが，PPADS は影響を与

えなかった。また，αβ−methylene ATP は ATP と同様に

細胞生存率を減少させたが，βγ−methylene ATP あるいは

UTP では効果がなかった。以上の結果は，ATP が P2X

受容体シグナルを介して Caco-2 細胞増殖を抑制する，こ

とを示唆している。この ATP の作用は大腸癌の治療に応

用できるかもしれない。 

 

 

（22）ラット腎メサンギウム細胞における P2X7受容体活性化を介する細胞死 

 

原田 均，月本光俊，五十里 彰，高木邦明，祐田泰延 

（静岡県立大 薬学部 産業衛生学教室） 

 

腎糸球体内メサンギウム細胞は糸球体毛細血管の構

造維持，平滑筋機能による糸球体濾過の調節や食作用，

生理活性因子の産生などの役割を担っている。また，ア

ポトーシスによる細胞死が糸球体障害の発症，進展およ

び治癒過程において重要とされている。我々はラット腎

由来メサンギウム細胞において P2X7 受容体アゴニスト

2'-&3’-O-(4-benzoyl-benzoyl)-ATP（BzATP）が DNA 合

成抑制および細胞死を誘導することを報告している 

[1]。BzATP は HL-60 細胞やヒト好中球で活性酸素種の

産生を誘導する [2]。また，メサンギウム細胞において

活性酸素種が TNF-αによる細胞死の二次メッセンジャ

ーとして働いているとの報告もある [3]。 

そこで，ラットメサンギウム細胞における BzATP に

よる活性酸素種産生について活性酸素種反応性蛍光指
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示薬 H2DCF-DA を用いて解析した。BzATP 処置により

濃度依存的な活性酸素種の産生が認められた。各種活性

酸素産生系阻害薬の中で NADPH オキシダーゼ阻害薬が

この活性酸素種の産生を も強く抑制した。次いで，活

性酸素種およびその供与体の DNA 合成ならびに細胞死

に及ぼす影響を調べた結果，スーパーオキサイドアニオ

ンに BzATP に似た作用が認められた。 

以上の結果から，メサンギウム細胞において P2X7 受

容体活性化による細胞死において産生されるスーパー

オキサイドアニオンが二次メッセンジャーとして働い

ている可能性が示された。 

【参考文献】 

1. Harada, H., Chan, C.M., Loesch, A., Unwin, R., and 

Burnstock, G. (2000) Kidney Int., 57, 949-958 

2. Suh, B.C., Kim, J.S., Namgung, U., Ha, H., and Kim, T. 

(2001) J. Immnnol. 166, 6754-6763 

3. Moreno-Manzano, V., Ishikawa, Y., Lucio-Cazana, J., and 

Kitamura, M. (2000) J. Biol. Chem. 275, 12684-12691 
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11．興奮性組織のイオン調律性制御メカニズム 

2002 年 8 月 1 日－ 8 月 2 日 

代表・世話人：井本敬二 

 

（１）カルシウム流入からカルシウムシグナリングへ：心筋興奮収縮連関における制御機構 

赤羽悟美（東京大学大学院 薬学系研究科） 

（２）心筋細胞のストア依存性 Ca2+流入 

竹島 浩（東北大学大学院 医学系研究科） 

（３）ペースメーカーモデル細胞再構築の試み：リアノジン受容体および Ca2+依存性 K+チャネル強制発現

HEK293 細胞における自発性 Ca2+遊離とイオンチャネル活性制御機構 

後藤隆代 1，山田亜紀 1，我謝徳一 1，大矢 進 1，村木克彦 1，Wayne Chen2，今泉祐治 1 

（1名古屋市立大学大学院 薬学研究科 細胞分子薬効解析学分野， 

2カナダ・カルガリー大学 医学部 生化学・分子生物学教室） 

（４）Na,K-ATPaseα2 サブユニット遺伝子欠損ヘテロマウスにおける不整脈 

川上 潔（自治医科大学 分子病態治療研究センター） 

（５）Na,K-ATPaseα2 サブユニット遺伝子は発生と情動行動に関与する 

池田啓子（自治医科大学 分子病態治療研究センター） 

（６）ATP 感受性 K+チャネルによる細胞興奮性の制御機構 

三木隆司（千葉大学大学院 医学研究院 細胞分子医学，千葉大学 遺伝子実験施設） 

（７）輸送体を取り巻くタンパク質間相互作用の探索 

金井好克（杏林大学 医学部） 

（８）TRP チャネルによるイオン調律機構とその意義 

森 泰生（統合バイオサイエンスセンター） 

（９）TRP 蛋白質ホモログ TRPC6 および TRPC7 の Ca による制御機構 

井上隆司，史 娟，1森 泰生，伊東祐之 

（九州大学大学院 医 生体情報薬理，1統合バイオサイエンス 生命環境） 

（10）P 型 Ca2+チャネル変異マウスのシナプス伝達 

井本敬二 1,2，松下かおり 1（1生理学研究所 液性情報，2総合研究大学院 大学生命科学） 

（11）マウスプルキンエ細胞から単離した新規 Cav2.1 スプライスバリアントは P 型 Ca 電流を生じない。 

 常深泰司，三枝弘尚，石川欽也，永山 真，村越隆之，水澤英洋，田邊 勉 

（東京医科歯科大学 脳神経機能病態学，東京医科歯科大学 高次機能薬理） 

（12）R 型 Ca チャネルの機能的多様性－精子における生理機能－ 

田邊 勉（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科認知行動医学系高次機能薬理学分野） 

（P-1）Ca2+-induced Ca2+ release（CICR）制御における Ca2+チャネルの Ca2+依存性不活性化機構の役割 

高松 肇，赤羽悟美（東京大学大学院 薬学系研究科） 

（P-2）ラット心筋細胞 L 型カルシウムチャネルの PKA リン酸化制御におけるβサブユニットの役割 

名黒 功，赤羽悟美（東京大学大学院 薬学系研究科）  

 

【参加者名】 

竹島浩（東北大医），川上潔，池田啓子（自治医科大医），

三木隆司（千葉大医），赤羽悟美，高松肇，名黒功（東

大薬），田邊勉，水澤英洋，石川欽也，常深泰司，融

衆太（東医歯大医），金井好克（杏林大医），山本伸一
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郎（昭和大），今泉祐治，波多野紀行，森村浩三，坂

本 多穂，堀田真吾（名市大薬），中山晋介，柴田貴広

（名大医），井上隆司，史娟（九州大医），森泰生，岡

村康司，岩崎広英，村田喜理，西田基宏，原雄二，吉

田卓史，山田和徳（統合バイオ），中井淳一，大倉正

道，宮田麻理子，井本敬二（生理研）

 

【概要】 

神経・筋・分泌組織の興奮性はイオンの動きに基づく。

これらの興奮性組織が調和の取れた持続的な活動を保つ

ためには，高度な制御が必要であるが，その分子細胞的

基盤に関する知見は乏しい。細胞の集団としての活動を，

分子のレベルから統合的に理解することは容易なことで

はない。本研究会では，骨格筋，平滑筋，心筋，神経細

胞，分泌細胞という多様な興奮性組織の研究者が，調律

的活動制御機構に関し，細胞内・細胞間分子メカニズム，

発生過程，障害と疾患という観点から各々の研究を紹介

し，興奮性組織における一般的な調節制御メカニズムに

関しての理解を深めることを目的とした。 

 

 

（1） カルシウム流入からカルシウムシグナリングへ：心筋興奮収縮連関における制御機構 

 

赤羽悟美（東京大学大学院 薬学系研究科 薬効安全性学教室） 

 

心筋細胞における電位依存性 L 型Ca2+チャネルの細胞

内局在は細胞内 Ca2+シグナリングの空間的局在を規定

し，L 型 Ca2+チャネルのゲーティング・キネティクスは

細胞内 Ca2+シグナリングのタイムコースを規定する｡ 

細胞膜表面のL 型Ca2+チャネルは筋小胞体からのCa2+

依存性 Ca2+放出機構の引き金役と，筋小胞体へ貯蔵され

る Ca2+の流入路としての役割を担う。また，L 型 Ca2+チ

ャネルは筋小胞体から放出されたCa2+によるCa2+依存性

不活性化を受ける。これは，活動電位持続時間と L 型

Ca2+チャネルからの Ca2+流入量を制御して筋小胞体の

Ca2+貯蔵量を調節し，Ca2+依存性 Ca2+放出機構の効率を

ファイン・チューニングする。Ca2+依存性不活性化機構

には L 型 Ca2+チャネルα1C サブユニット（CaV 1.2）の細

胞内カルボキシル末端部分 IQ モチーフ付近の領域と

Ca2+・カルモジュリンの相互作用が関与することが示さ

れている。我々は，α1C サブユニット細胞内カルボキシ

ル末端下流の Proline-rich domain が Ca2+チャネルの不活

性化キネティクスの制御にCa2+依存的に関わることを新

たに見出した。 

心筋細胞の L 型 Ca2+チャネルは交感神経刺激により

PKA リン酸化を介して機能亢進することが知られてい

る。我々は，PKA リン酸化による L 型 Ca2+チャネルの開

口確率の上昇および電位依存性のシフトには細胞内カル

ボキシル末端やβサブユニットを含む複数のドメインの

相互作用が関与する可能性を示した。一方，我々は，α1C

サブユニットの IIIS5-S6 P ループ領域が Ca2+チャネルア

ゴニストによる開口時間延長作用にクリティカルな役割

を担うことを見出し，Ca2+チャネルのゲーティング制御

におけるポア領域の関与を初めて示した。 

本研究会では，興奮性細胞の例として心筋細胞につい

て，L 型 Ca2+チャネルに焦点を当てて Ca2+流入から Ca2+

シグナリングへのCa2+イオン調律性制御メカニズムに関

する我々の作業仮説と今後の課題についてディスカッシ

ョンしたいと考えている。

 

 

（2）心筋細胞のストア依存性 Ca2+流入 

 

竹島 浩（東北大学大学院 医学系研究科） 

 

心臓のリズミックな収縮は心筋細胞のCa2+調律により

制御される。心筋細胞の主要な Ca2+輸送体としては，細

胞表層膜の電位依存性 Ca2+チャネルと Na+-Ca2+交換体や

Ca2+ポンプ，筋小胞体の Ca2+放出チャネル（リアノジン



生理学研究年報 第 24 巻（Dec,2003） 

268 

受容体）と Ca2+ポンプが知られている。我々のグループ

では細胞内 Ca2+ストアの構造や機能に注目しており，心

筋細胞の小胞体上のリアノジン受容体と細胞表層膜-小

胞体膜の架橋蛋白質としてのジャンクトフィリンの機能

を主に変異マウスを作成することにより解析している。

一方，細胞内ストアの貯蔵 Ca2+依存的に活性化する Ca2+

流入機構 (SOC 流入)の存在が非興奮性細胞を中心に多

くの細胞系で近年報告されているが，SOC チャネルの分

子実体は不明であり，横紋筋細胞での SOC 流入の解析は

ない。さらに，SOC 流入機構では Ca2+放出チャネルの直

接結合が SOC チャネルを活性化するというカップリン

グモデルが 近有力であるが，確定されるには今後の検

討が必要である。 

近我々は，胎児期の心筋細胞における SOC 流入を確

認するとともに，その簡単な薬理学的性質，分化レベル

での活性調節，ノックアウトマウスを用いたカップリン

グモデルの検証などを遂行したので，その詳細を発表す

る。 
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（3）ペースメーカーモデル細胞再構築の試み：リアノジン受容体および Ca2+依存性 K+チャネル 

強制発現 HEK293 細胞における自発性 Ca2+遊離とイオンチャネル活性制御機構 

 

後藤隆代 1，山田亜紀 1，我謝徳一 1，大矢 進 1，村木克彦 1，Wayne Chen2，今泉祐治 1 

（1名古屋市立大学大学院 薬学研究科 細胞分子薬効解析学分野， 

2カナダ・カルガリー大学 医学部 生化学・分子生物学教室） 

 

ペースメーカー電位の発生機序として少なくとも 3 種

のタイプが認識されていると思われる。イオンチャネル

活性バランスに主に起因する心臓タイプ，細胞内 Ca2+オ

シレーションとそれに伴うイオンチャネル活性変化に

主に起因すると推測される消化管などのタイプ，神経ネ

ットワークの相互機能連関に主に起因すると考えられ

ている呼吸中枢のようなタイプである。 

細胞内Ca2+オシレーションがペースメーカー電位発生

の基盤となる場合，まず細胞内局所 Ca2+貯蔵部位からの

自発性 Ca2+遊離が Ca2+ウェーブとして細胞内に伝播さ

れ，次いでその Ca2+上昇によりイオンチャネルが活性化

されて電位が発生され，さらに周囲の細胞に伝播すると

いう 3 ステップによると考えられる。自発性 Ca2+遊離と

その細胞内伝播は小胞体上のイノシトール3リン酸 (IP3)

受容体あるいはリアノジン(RyR)受容体を介して生じる

と推測される。また Ca2+依存性イオンチャネルとしては

Ca2+依存性 K+あるいは Cl-チャネルや，まだ充分に同定

されていないその他のチャネルの寄与が想定されてい

る。消化管・尿道・門脈などからのペースメーカー細胞

の単離・培養が難しいこともあって Ca2+オシレーション

の発生機序・チャネル活性制御機構・細胞群での調律機

構の詳細は充分解明されてはいない。そこで我々はペー

スメーカーモデル細胞を再構築してこれらを検討する

ため，2 あるいは 3 型 RyR 受容体をそれらが殆ど機能発

現していない HEK293 細胞に一過性に強制発現させた。

また Ca2+依存性 K+チャネルを定常発現させた HEK293

細胞にも RyR を発現させて検討した。以下に結果の概要

を示す。 

1. RyR2 および RyR3 受容体発現 HEK293 細胞において

自発性局所 Ca2+遊離(Ca2+ spark)が生じ，Ca2+ spark を

起点としたウェーブが Ca2+オシレーションとして周

期的に生じることを見出した。RyR3 も発現系で Ca2+

遊離チャネルとして機能し得る。 

2. この Ca2+オシレーションの継続は外液 Ca2+に強く依

存し，非選択的陽イオンチャネルの抑制薬で阻害され，

Xestospongin C や 2-APB によっても抑制された。 
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3. 大あるいは小コンダクタンス Ca2+依存性 K+(BK ある

いは SK)チャネルを定常発現させた HEK293 細胞に

RyR を共発現させると，RyR 発現細胞に Ca2+オシレ

ーションに同期した膜電位オシレーションが生じ，後

者は細胞間を伝播した。 

以上より，本発現系は自発性 Ca2+遊離でトリガーされ

るペースメーカー電位発生・調律モデルとして興味深い

特性を備えていることが明らかとなった。 

 

 

（4）Na,K-ATPaseα2 サブユニット遺伝子欠損ヘテロマウスにおける不整脈 

 

川上 潔（自治医科大学 分子病態治療研究センター 細胞生物研究グループ） 

 

Na,K-ATPase は細胞内外の Na+および K+の濃度勾配を

維持し，イオンや栄養素の輸送，神経興奮の基礎，細胞

体積の制御，など細胞の基本的な種々の活動に必須な膜

タンパク質である。ATP 水解のエネルギーを用いて，3

分子のNa+を細胞内に輸送し 2分子のをK+細胞外へくみ

出す。本酵素は αと β二つのサブユニットからなり各々

α1 から α4 の 4 種，β1 から β3 の 3 種が知られており，

ラットにおいては α1 は ubuiquitous に発現し，α2 は骨格

筋心筋及び脳に，α3 は脳に特異的に発現するサブユニッ

トである。発生途上の心臓では，α1 に加えて α3 の発現

が増加するが，途中から α2 への発現の切り替えが起き

ることが知られいる。脳においては，α1 はむしろ限局し

た発現を示し，α2 や α3 が広く脳に分布すると考えられ

る。同酵素の特異的な阻害剤であるウアバインに対する

感受性は α1 が も低く，α2 及び α3 は感受性が高い。 

私たちは，Na,K-ATPase の生体内での生理的な作用を

理解するために，α2 サブユニット遺伝子欠損マウスを作

成し解析した。 

ホモマウスは生直後に死亡する（池田の発表参照）が，

ヘテロマウスは，正常に生まれ，心臓，骨格筋には解剖

学的異常がみられない。しかし，成マウス（生後 6 ヶ月）

の心電図を調べたところ，麻酔下で上室性の不整脈が高

頻度に観察された。この不整脈は痛み刺激で消失した。

また，ヘテロマウスは野生型に比し，除脈傾向を示した。

24 時間心電図を装着し，覚醒時の心電図モニターにて一

日数回の上室性不整脈発作が観察された。現在薬剤を用

いて不整脈の原因が，神経性か刺激伝導系異常によるも

のかを検索中である。 

 

 

（5）Na,K-ATPaseα2 サブユニット遺伝子は発生と情動行動に関与する 

 

池田啓子（自治医科大学 分子病態治療研究センター 細胞生物研究グループ） 

 

我々は Na,K-ATPaseα2 サブユニット遺伝子（Atp1a2）

欠損マウスを用い，胎児期の神経伝達機構を明らかにし

周産期の神経系機能確立機構の解明を目指す。ホモマウ

ス新生仔は，外観上異常を認めず，生直後は心臓も正常

に機能しているが，胎生期の胎動・神経反射が全く観察

されず，生直後に死亡する。ホモマウスの横隔膜神経筋

標本を用いた実験結果より，骨格筋の静止膜電位や，神

経刺激に対する収縮には異常が観察されなかったため，

中枢神経系の異常の検索に焦点をあてた。出生直前の脳

においては，amygdala と piriform cortex において神経

細胞のアポトーシスによる縮退が認められた。さらに，

脳内伝達物質含有量は有意に増加していた。シナプトソ

ームを用いた伝達物質取込・放出能を調べた結果，種々

の伝達物質の取込が障害されていた。さらに野生型で観

察される脳における部位特異的 c-Fos 発現がホモマウス

ではいちじるしく増強していることが明らかとなった。

一方，ヘテロマウスにおいては，明暗ボックス，高架十

字迷路，オープンフィールド，条件付け恐怖刺激などの

行動試験でいずれも行動抑制の傾向がみられた。ヒト

ATP1A2 遺伝子は側頭葉てんかんの原因となる遺伝子座

に一致しており，また，躁鬱病では Na,K-ATPaseα2 サブ

ユニット遺伝子の発現量が低下していることが報告さ

れている。本遺伝子欠損マウスはこうした病気のモデル

マウスとして活用できる可能性がある。 
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（6）ATP 感受性 K+チャネルによる細胞興奮性の制御機構 

 

三木隆司（千葉大学大学院 医学研究院 細胞分子医学，千葉大学 遺伝子実験施設） 

 

ATP 感受性 K+チャネル (KATP チャネル)は，心筋，骨

格筋，脳，膵 β細胞，血管平滑筋などに存在し，ホルモ

ン分泌や細胞保護にかかわっていると考えられている

が，各組織における生理的役割については多くが不明で

ある。KATP チャネルはスルホニル尿素受容体 (SUR1 あ

るいは SUR2)と内向き整流性 K+チャネルメンバー

（Kir6.2 あるいは Kir6.1）の 2 つのサブユニットから構成

されるヘテロ 8 量体である。我々は，KATPチャネルのポ

アを構成する Kir6.2 および Kir6.1 のノックアウトマウス

(Kir6.2-/-，Kir6.1-/-)を作製し，膵 β細胞，視床下部，心臓

の KATP チャネルの機能を検討した。 

この結果，1）Kir6.2 は膵 β 細胞の KATPチャネルを構

成し，細胞膜電位や細胞内 Ca2+濃度を規定し，膵β細胞

からのグルコースによるインスリン分泌を制御している

こと，2）Kir6.2 はさらに視床下部グルコース応答性ニュ

ーロンの KATPチャネルを構成し，細胞外グルコース濃度

による細胞発火の頻度を調節していること。3）Kir6.1 は

血管平滑筋の KATP チャネルを構成し，血管のトーヌスを

調節しており，マウス Kir6.1 遺伝子の破壊によりヒトの

異型狭心症に酷似した冠動脈スパスムが惹起されること

が明らかになった。このことから，KATPチャネルは，広

く代謝の変化を感知する代謝センサーとして働いてお

り，細胞膜の興奮性を制御することによって種々の細胞

機能を調節していることが示された。 

 

 

（7）輸送体を取り巻くタンパク質間相互作用の探索 

 

金井好克（杏林大学 医学部 薬理） 

  

細胞が，細胞内外の環境の変化に適応した適切な物質

輸送を行い，恒常性を維持するためには，細胞膜を介す

る物質輸送を担当するトランスポーター（輸送体）の発

現と機能が適切に調節される必要がある。我々は，アミ

ノ酸トランスポーターの分子クローニングの過程で，ト

ランスポーターの本体を形成する 12 回膜貫通型の主サ

ブユニット（軽鎖）と，1 回膜貫通型の補助サブユニット

（重鎖）から構成されるヘテロ 2 量体型トランスポーター

を見い出し，これを契機に，タンパク質間相互作用を介

したトランスポーターの機能調節の解明に向けた研究

を開始した。このヘテロ 2 量体型トランスポーターにお

いては，（1）2 つのサブユニット間の相互作用により，

如何にして機能性トランスポーター分子が形成される

か，（2）細胞膜移行を含め，ヘテロ 2 量体複合体の機能

活性がどのようにして実現されるか，（3）細胞内外のシ

グナル伝達系を含めて，ヘテロ 2 量体複合体がどのよう

なタンパク質系と連結することにより種々の細胞機能

と関わっていくのか，といった課題を解決してく必要が

ある。我々は，シスチン尿症の患者解析の過程で，ヘテ

ロ 2 量体型トランスポーターの主サブユニット BAT1 の

C-末端の P482 の変異を見い出し，これによりヘテロ 2

量体複合体の細胞膜移行が障害されることを見い出し

た。また，ヘテロ 2 量体型トランスポーター補助サブユ

ニット 4F2hc の細胞内ドメインが細胞内シグナル伝達系

と連結することを示唆する結果を得ている。本演題で

は，これらの結果をもとに，ヘテロ 2 量体型トランスポ

ーターを取り巻くタンパク質間相互作用について議論

したい。 

 

 

 

 

 

 



研究会報告 

271 

（8）TRP チャネルによるイオン調律機構とその意義 

 

森 泰生（統合バイオサイエンスセンター） 

 

Ca2+透過型カチオンチャネルは，形質膜の膜電位調節

及び，細胞内 Ca2+濃度調節の 2 つの重要な生理的役割を

担う。我々は既に，Phosphatidyl Inositol（PI）応答と連関

して活性化開口する 7 つの Transient Receptor Potential チ

ャネル（TRPC），TRPC1-7，を見出している。Ca2+シグナ

ルの時空間パターン（Ca2+律動）決定に重要な，形質膜-

小胞体間の機能的相互作用の解明を目的に，モデル系と

して遺伝学的操作の容易な B 細胞 DT40 を用いて，

TRPC1 欠損株を作製した。TRPC1 欠損細胞においては，

B 細胞受容体刺激ににより惹起されるストア依存性 Ca2+

流入だけでなく，小胞体からの IP3 受容体を介した Ca2+

放出も減弱していた。また，Ca2+-oscillation, その下流で

起きるはずの転写因子 NF-AT の活性も同様に抑制され

ていた。このことから，TRPC1 はストア依存性 Ca2+流入

を担うチャネルの一部を形成するだけではなく，IP3受容

体の活性を制御し，さらには小胞体－形質膜のカップリ

ングを増進する役割を担っているものと考えられる。一

方，フォスフォリパーゼ C（PLC）γ2 欠損細胞において

は，細胞内 Ca2+ストア枯渇剤 thapsigargin によるストア

依存性 Ca2+流入が減弱していた。また， 近開発した IP3

センサータンパク質を用いて細胞内 IP3 濃度を測定した

ところ，SOC を介した Ca2+流入による IP3産生が見られ

た。このような PLCγ2 とストア依存性 Ca2+チャネル

（SOC）のカップリングは，TRPC3 を介したものである

ことが明らかになった。以上の実験より，PI 応答/ Ca2+

シグナルにおける，PLC と SOC（TRP チャネル）を中心

とした，細胞応答の統合協調（coordination）機構が明ら

かになった。 

今回，「細胞死」の制御に関与する，新しい Ca2+透過

型カチオンチャネル TRPM2 を同定した。即ち，活性酸

素/窒素種による細胞の酸化ストレスをニコチンアミド

が感受し，その酸化体が直接結合することにより，

TRPM2 は活性化開口することを示した。また，活性化

TRPM2 チャネルを透過した Ca2+/ Na+が，TNF 等によっ

て誘導されるグルタチオン感受性の Ca2+-oscillation，更

にはネクローシスを仲介することを明らかにした。一

方，TRPC1-7 の活性制御にも，活性酸素種による酸化が

重要であることを見い出した。TRP チャネルと活性酸素

種とのこのような機能的協関は，Ca2+シグナル及び膜電

位変化が，酸化ストレスに対する生体応答制御の重要な

基盤であることを示唆する。さらには，TRP 遺伝子ファ

ミリーによってコードされるカチオンチャネル群が，細

胞の恒常性維持，増殖や死／生存に深く関与することも

示唆する。 

 

 

（9）TRP 蛋白質ホモログ TRPC6 および TRPC7 の Ca による制御機構 

 

井上隆司，史 娟，1森泰生，伊東祐之 

（九大 院 医 生体情報薬理，*統合バイオサイエンス 生命環境） 

 

平滑筋を始めとする様々な組織では，脂質代謝と連動

した G 蛋白質共役型受容体が刺激されると，Ca 透過型

陽イオンチャネル（ROCCs）の持続的活性化が起こる。

これらのチャネル活性は，細胞内 Ca2+濃度（[Ca2+]i）変

化によって効果的に制御されていることが知られている

が，その分子機構は殆ど不明である。近年，ROCCs の分

子実体の有力な候補として， TRP(transient receptor 

potential) 蛋白質ファミリーが注目を集めている。その中

で TRPC6 は血管組織に遍く分布し，交感神経刺激（α1

アドレナリン受容体）や機械的刺激によって活性化され

る Ca2+流入に密接に関わっていることが示されている。

本研究では，TRPC6 を ROCCs の分子モデルとし，Ca2+

による ROCC 活性制御の分子機構の探索を試みた。 

TRPC6 およびこれと高い分子的相同性を示す TRP ホ

モログ，TRPC7 を HEK293 細胞に強制発現し，パッチク

ランプ法による電流解析を行った。ROCC 電流は

carbachol（100 µM）で惹起し，液交換には Y-tube を使用

した。Ca 欠除液中で活性化した TRPC6 電流に 1 mM Ca2+
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を細胞外から添加すると，速やかな増強，数十秒オーダ

ーの強力な増強とそれにひき続く抑制が観察された。こ

れに対し，TRPC7 による電流は Ca2+添加によって速やか

な抑制を受け，Ca2+の除去後もその抑制の大部分は持続

した。速やかな抑制は，電位依存性を示し（脱分極で軽

減），細胞内を 10 mM EGTA や BAPTA で灌流しても影

響を受けなかったが，TRPC7 の膜貫通領域を TRPC6 の

それで置換すると消失したことから，イオン透過孔内（or

近傍）の細胞外部位における permeation block であると考

えられた。一方，TRPC6 の Ca2+による速やかな増強は，

TRPC6 型の膜貫通領域に依存し，細胞内を 10 mM EGTA

で灌流しても影響を受けなかったが，10 mM BAPTA によ

って完全に消失したことから，イオン透過孔近傍の細胞

内部位を介して生じていると考えられた。Inside-out 法で

記録した TRPC6 および TRP7 の単一電流は，[Ca2+]i に対

して全く異なる依存性を示した。すなわち，前者は nM

範囲の[Ca2+]i では殆ど影響を受けなかったが，µM 範囲

の[Ca2+]i で劇的な活性増加を示した。一方後者は，nM 範

囲の[Ca2+]i で濃度依存的な抑制を受けた。これらの Ca2+

の効果はカルモジュリン拮抗薬 calmidazolium (3 µM)投

与によってほぼ完全に消失し，カルモジュリン(10 µM)

添加によって部分的に回復した。更に，Ca2+非感受型の

変異カルモジュリンを TRPC7 と共発現すると，全細胞

および単一両電流レベルにおいて，電流密度が増加する

傾向を示し，nM 範囲における Ca2+抑制効果は消失した。

一方，変異カルモジュリンを TRPC6 と共発現した場合

は，電流の活性化そのものが顕著に抑制された。同様の

結果は，細胞内を<10 nM 以下の[Ca2+]i で灌流したり，

TRPC6 の C 端のカルモジュリン仮想結合部位を欠失さ

せても観察された。以上の結果より，細胞内[Ca2+]i 上昇

は，カルモジュリンを介して，TRPC7 の場合は持続的な

抑制を，TRPC6 の場合は，活性化初期過程およびその後

の活性化維持過程において増強的な役割を果たしている

ことが示唆された。

 

 

（10）P 型 Ca2+チャネル変異マウスのシナプス伝達 

 

井本敬二 1,2，松下かおり 1 （1生理学研究所 液性情報，2総合研究大学院大学 生命科学） 

 

脳の主要なサブタイプである P/Q 型 Ca2+チャネルの遺

伝子異常により，小脳変性症など神経疾患がヒト，マウ

スで起こることが近年明らかとなっている。マウスでは，

tottering，rolling，leaner などの変異が知られており，変

異マウスの神経症状も知られている。しかしながら，Ca2+

チャネルの異常が，どのようにして小脳失調症などの神

経症状を引き起こすのか，また変異マウスの系統により

神経症状の重篤度や発症時期が異なるのは何故なのかと

いう疑問は解決されていない。 

この問題を解決するために，tottering および rolling の

小脳における興奮性シナプスの変化を検討した。まず平

行線維－プルキンエ細胞シナプスの EPSC(PF-EPSC)は，

rolling マウスで著明に減弱していた。失調症を示さぬ若

い tottering マウスでは，PC-EPSC の減少の程度は小さか

ったが，失調を示す年長の tottering マウスでは，PC-EPSC

の減少は著明であった。登上線維－プルキンエ細胞シナ

プスの EPSC(CF-EPSC)の大きさは，tottering では著変な

く，rolling では増加していた。低親和性 AMPA 受容体を

用いたシナプス伝達の阻害の程度から，この増加にはグ

ルタミン酸放出の変化はないと考えられた。また，

CF-EPSC の機能維持には，N 型および R 型 Ca2+チャネル

サブタイプの寄与が関係していると考えられた。同一遺

伝子の異常によりおこる小脳失調症でも，シナプスにお

ける変化は変異によりかなり多様であることが明らかと

なった。 

tottering ではてんかんを示すことが知られているが，

その症状に関係すると考えられる大脳皮質の神経回路異

常に関しても検討を行った。視床刺激で得られる大脳皮

質錐体細胞の EPSC には軽度の減少が見られたが，IPSC

には著明な減少が見られた。しかし自発性の微小

IPSC(mIPSC)は tottering マウスでも観察され，mIPSC の

大きさはむしろ増加傾向にあった。誘発される IPSC が

著減しているが mIPSC は観察されるという結果は，小脳

核でも観察されており，現在詳細を解析中である。 
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（11）マウスプルキンエ細胞から単離した新規 Cav2.1 スプライスバリアントは 

P 型 Ca 電流を生じない。 

 

 常深泰司，三枝弘尚，石川欽也，永山 真，村越隆之，水澤英洋，田邊 勉 

（東京医科歯科大学 脳神経機能病態学，東京医科歯科大学 高次機能薬理学） 

 

【序論】 

P 型と Q 型の Ca2+チャネルはチャネルの不活性化と

ω-agatoxin-IVA 感受性が異なっているが，メインのサブ

ユニットであるα12.1 サブユニットは共通であり，その

相違が作られるメカニズムは解っていない。本研究では

P 型 Ca2+チャネルが殆どを占めるマウスプルキンエ細胞

から single-cell RT-PCR により P 型のα12.1 サブユニット

をクローニングし，その機能を解析した。 

【方法】 

マウス小脳のスライスから顕微鏡下でプルキンエ細

胞を採取した。これから single-cell RT-PCR により 8 箇所

に分けてα12.1 サブユニットをクローニングした。この

新規α12.1 サブユニットをβ，α2δサブユニット，pEGFP-C2

と HEK293 細胞に共発現させ whole-cell patch-clamp 法に

より Ba2+電流の記録を行った。電気生理学的実験のコン

トロールとしてエクソン 46 で終止するα12.1 サブユニッ

トを作った。 

【結果】 

2 種類の新規α12.1 サブユニット cDNA（MPI，MPII）

をクローニングした．これらには既知の in vitro で Q 型

の特性を示すα12.1 サブユニットに対しエクソン 1 から

41 までで 16 箇所の一塩基置換を認め，内 6 箇所ではア

ミノ酸変異が生じていた。またエクソン 46-47 の境界で

alternative splicing があり，MPII ではエクソン 47 におい

て alternative splicing と考えられる 150 塩基の欠失を認

め，MPI では 1 箇所 RNA editing が見つかった。電気生

理学的，薬理学的特性はコントロールと差はなかった． 

【考察】 

P 型 Ca2+電流を作るためにはプルキンエ細胞のα12.1

サブユニットのスプライスバリアントだけでは不十分

で，翻訳後修飾やチャネル機能に作用する未知の蛋白の

影響等の何らかの環境による影響が必要である。 

 

 

（12）R 型 Ca チャネルの機能的多様性－精子における生理機能－ 

 

田邊 勉（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 認知行動医学系 高次機能薬理学分野） 

 

Voltage-dependent calcium channels (VDCCs) are classified 

into several distinct groups termed L-, N-, P-, Q-, R-, and 

T-types. These types of VDCCs play important roles in 

various activities including the control of transmitter release, 

membrane excitability, and gene expression, but exact roles 

of each channel type are not necessarily clarified. In 

particular, functions of the R-type Ca2+ channel are least 

understood. The R-type Ca2+ channel was originally defined 

as a channel ‘Resistant’ to blockers for L-, N-, P-, and Q-type 

Ca2+ channels, therefore it is possible that the R-type current 

is a mixture of several different drug-resistant Ca2+ currents. 

Although the R-type Ca2+ channel is suggested to play a 

critical role in the release of neurotransmitters and 

somatodendritic excitability in a certain set of neurons, the 

physiological functions of this channel remain to be clarified.  

To elucidate physiological roles of R-type Ca2+ channel, we 

have generated a mouse strain lacking α1E subunit of the 

Cav2.3 (R-type) Ca2+ channel. Analysis of the knockout 

mouse uncovered a variety of unknown physiological function 

of R-type Ca2+ channel. R-type Ca2+channel knockout mouse 

showed (1) increased level of fear for some kind of stimuli 

such as exposure to a novel environment, (2) reduced 

response to inflammatory pain stimulus, (3) enhanced 

ischemic neuronal injury, (4) impaired spatial memory, (5) 

reduced insulin sensitivity and exhibited hyperglycemia 

resembling symptoms of non-insulin-dependent diabetes 

mellitus. Although male mice lacking the Cav2.3 channel 

were found to be fertile, we searched for possible 
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abnormalities in functions in male germ-line cells from the 

mutant mice and explored the contribution of this channel to 

the Ca2+current, intracellular Ca2+ transient related to 

acrosome reaction, and sperm motility. Whole-cell current in 

acutely dissociated pachytene spermatocytes from the 

wild-type (Cav2.3+/+) and Cav2.3+/+ mice displayed a typical 

profile of low-voltage-activated Ca2+ currents and kinetics 

showing no significant differences. The averaged rising rates 

of Ca2+ transients induced by α-D-mannose-bovine serum 

albumin in the head region of Cav2.3+/+ sperm were 

significantly lower than those of Cav2.3+/+ sperm. A 

computer-assisted sperm motility assay revealed that 

straight-line velocity and linearity were greater in Cav2.3+/+ 

sperm than those in Cav2.3+/+ sperm. These results suggest 

that the Cav2.3 channel, which makes no detectable contribu-

tion to the Ca2+ current in the immature spermatocyte, is 

functional in mature sperm, playing a role in Ca2+ transients 

and controlling sperm flagellar movement.

 

 

（P-1）Ca2+-induced Ca2+ release（CICR）制御における Ca2+チャネルの Ca2+依存性不活性化機構の役割 

 

高松 肇，赤羽悟美（東京大学大学院 薬学系研究科 薬効安全性学教室） 

 

電位依存性L型Ca2+チャネルと筋小胞体上のリアノジ

ン受容体の間には，密接な相互制御が働いている。筋小

胞体からのCa2+放出に依存したL型Ca2+チャネルのCa2+

依存性の速い不活性化は，心室筋細胞において活動電位

の間にも Ca2+チャネルを不活性化させると考えられる。

Ca2+チャネルの Ca2+依存性不活性化機構の生理的意義を

明らかにする目的で，ラット単離心室筋細胞において活

動電位と Ca2+流入量の関係を検討した。 

Thapsigargin処置によって筋小胞体のCa2+を枯渇させ，

Ca2+依存性不活性化機構を除くと，活動電位のプラトー

相が 2 倍に延長した。この活動電位の延長に forward 

mode Na+/Ca2+ exchange activity が含まれるか否かを検討

するために，細胞外液の Na+を Li+に置換することで

Na+/Ca2+ exchanger の forward mode activity を阻害したと

ころ，プラトー相が短縮した。しかしながら，action 

potential-clamp による Ca2+チャネル電流の解析から，こ

の活動電位持続時間の短縮は，Na+/Ca2+ exchanger の

forward mode activityを阻害するとCa2+チャネルを介して

流入した Ca2+により膜直下の Ca2+濃度が上昇し Ca2+ チ

ャネルを不活性化するためであることが明らかとなっ

た。SR-intact 型と SR-depleted 型の活動電位波形で action 

potential-clamp を行ったところ，SR-intact の心室筋細胞

に比較して SR-depleted の心室筋細胞において，Ca2+電流

のピーク値は 20%減少したものの，総 Ca2+流入量は 40%

増加していた。 

以上のことから，心室筋細胞において，Ca2+ チャネル

の Ca2+依存性不活性化機構は活動電位持続時間を調節

し，活動電位の間の総 Ca2+流入量を変化させることで，

筋小胞体 Ca2+貯蔵量を一定に保持し，CICR の効率を維

持するための feed back 制御機構としての生理的意義を

担うことを明らかにした。 

 

 

（P-2）ラット心筋細胞 L 型カルシウムチャネルの PKA リン酸化制御におけるβサブユニットの役割 

 

名黒 功，赤羽悟美（東京大学大学院 薬学系研究科 薬効安全性学教室） 

 

心筋細胞に存在する電位依存性 L 型カルシウムチャネ

ルは PKA リン酸化による機能修飾を受け，リン酸化に

よりカルシウムイオンの流入量を大きく増加させる。

PKA による L 型カルシウムチャネルの活性化はβアドレ

ナリン受容体を介する心機能亢進など重要な生理機能に

関与しているが，チャネルの機能変化に関わる PKA リ

ン酸化部位などその分子メカニズムは未だに正確な理解

がなされていない。我々は以前 PKA リン酸化による機

能変化において，L 型カルシウムチャネルα1C サブユニ

ット（Cav 1.2）のカルボキシル末端に存在するリン酸化
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部位の関与とさらに複数のリン酸化部位が関わる可能性

を示した。βサブユニットも PKA リン酸化部位を持つこ

とから，本研究では L 型カルシウムチャネルの PKA を

介した機能修飾におけるβサブユニットの関与について

検討した。 

アデノウイルスベクターによる遺伝子導入を用い，ラ

ット心室筋にβサブユニットコンストラクトを過剰発現

させ解析を行った。コントロール群（GFP のみを発現）

では PKA 活性化刺激により L 型カルシウムチャネル電

流は約 2 倍に増加した。β1a サブユニットを心室筋細胞

に過剰発現させると，コントロール群に比較して L 型カ

ルシウムチャネル電流が約 2 倍に増加し，PKA 活性化刺

激に対する反応は消失した。ゲーティングチャージの総

量はβ1a 過剰発現では増加しておらず，カルシウムチャ

ネル電流増加は PKA 活性化刺激の場合と同様にカルシ

ウムチャネルの開口確率の上昇によるものと考えられ

た。さらに，β1a サブユニットのアミノ末端領域の欠損

ミュータントを用いた実験およびβ2 サブユニットアイ

ソフォームの比較から，βサブユニット過剰発現による

カルシウムチャネル電流の増加の程度はアミノ末端領域

に依存することを見出した。 

これらの結果から，PKA による L 型カルシウムチャネ

ルの機能変化にはα1 サブユニットだけでなくβサブユニ

ットがアイソフォーム特異的に関与することが明らかに

なった。また，PKA 刺激による電流増加がβサブユニッ

ト過剰発現で模倣されたことから L 型カルシウムチャネ

ルの PKA リン酸化による電流増加はα1，β両サブユニッ

トの相互作用を増強することでなされている可能性も考

えられる。βサブユニットが L 型カルシウムチャネルの

PKA シグナルに対する反応性の決定要因になりうるこ

とは，各組織において非常に多くの組み合わせが存在す

る L 型カルシウムチャネルのサブユニット構成の意味を

理解する上でも重要な知見であると考えられる。 
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12．大脳皮質の神経回路 

2002 年 12 月 3 日− 12 月 4 日 

代表・世話人：金子武嗣（京都大学大学院 医学研究科） 

所内対応者：川口泰雄  

 

（１）視床-皮質投射と皮質内回路：アセチルコリンによる制御等 

木村文隆（大阪大学大学院 医学系研究科 神経統合機能分野） 

（２）体性感覚野における機能的皮質内結合の非対称性 

安島綾子（理化学研究所 脳科学総合研究センター 視覚神経回路モデル研究チーム） 

（３）抑制・興奮神経ネットワークにおける発火タイミングの理論的解析 

青柳富誌生（京都大学大学院 情報学研究科） 

（４）視覚野における NMDA 受容体依存性の興奮性および抑制性シナプス可塑性  

吉村由美子（名古屋大学 環境医学研究所 視覚神経科学） 

（５）大脳皮質の線維連絡と抑制性神経細胞 

山下晶子（日本大学 医学部 解剖学） 

（６）聴覚皮質のミクロおよびマクロネットワーク 

小島久幸（ 理化学研究所 脳科学総合研究センター 脳皮質機能構造チーム） 

 

【参加者名】 

青柳富誌生（京都大学大学院 情報学研究科）, 有國富夫

（日本大学 医学部）, 一戸紀孝（理化学研究所）, 内田豪

（理化学研究所）, 金子武嗣（京都大学大学院 医学研究科）, 

姜英男（大阪大学大学院 歯学研究科）, 北野勝則（玉川

大学 工学部）, 木村文隆（大阪大学大学院 医学研究科）, 

黒谷亨（名古屋大学 環境医学研究所）, 小島久幸（理化

学研究所）, 坂本浩隆（広島大学 総合科学部）, 宋文杰（大

阪大学大学院 工学研究科）, 竹川高志（京都大学大学院 

情報学研究科）, 坪泰宏（京都大学大学院 理学研究科）, 

任鳴（名古屋大学 環境医学研究所）, 野村真樹（京都大

学大学院 情報学研究科）, 端川勉（理化学研究所）, 服部

聡子（大阪大学）, 深井朋樹（玉川大学 工学部）, 福田敦

夫（浜松医科大学 生理学第一講座）, 藤山文乃（京都大

学大学院 医学研究科）, 古田貴寛（京都大学大学院 医学

研究科）, 古屋敷智之（京都大学大学院 医学研究科）, 村

越隆之（日本医科大学 薬理学講座）, 森琢磨（京都大学

大学院 霊長類研究所）, 吉村由美子（名古屋大学 環境医

学研究所）, 安島綾子（理化学研究所）, 山下昌子（日本大

学 医学部）, 井本敬二，小川正, 川口泰雄, 苅部冬紀, 窪

田芳之, 根東覚, 重本隆一, 宮田麻理子, 森島美絵子（生

理学研究所）, 木津川尚史, 小松勇介, 坂田秀三, 高畑亨, 

渡我部昭哉（基礎生物学研究所）

 

【概要】 

中枢神経系の も重要な機能が大脳皮質に存在して

いるということについて，おおかたの神経科学研究者の

見解は一致していると考えられます。実際，認知・感情・

思考・記憶・意識など，科学的な立場からしても未だに

神秘的に見える機能を実現している大脳皮質がいった

いどの様な神経回路を使用しているのか，大きな興味が

持たれるところです。本研究会では，大脳皮質のニュー

ロンとそれらが織りなす神経回路についてボトムアッ

プ的に研究している研究者と神経回路のモデルを研究

している人々に集まっていただいて，各自の 近の研究

結果を発表し討論する機会を提供したいと考えました。

加えて参加者が，本研究会の情報交換の中から次の大脳

皮質研究のテーマを獲得し，それぞれの研究を発展させ

るアイデアを掴むことを希いました。 

実際には以下の 6 人の講演者の方々にお願いして，講

演による話題提供と議論を行いました。木村氏，安島氏，
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吉村氏の 3 演題では，主に皮質スライスを用いて細胞内

記録 ・ホールセル記録・電位感受性色素を用いた記録

などの電気生理学的な方面から話しをしていただきま

した。青柳氏の講演ではモデルニューロンを数値シミュ

レーションで解析する方法を，山下氏，小島氏の２講演

では大脳皮質ニューロン結合の形態学的な解析を話し

ていただきました。主に 30 代から 40 代前半の講演者に

現在進行形の話題を提供していただいて，参加者の多く

が大脳皮質の神経回路について様々な議論を交わすこ

とが出来ました。議論は白熱して予定時間をかなりオー

バーしてしまいましたが，学会などでは出来ないレベル

の密度の高い討議が出来たものと感じています。また，

システム的神経科学をボトムアップの方向で研究する

という意味で志を同じくする研究者が集まって議論を

交わすことにより，新たな着想を得る，客観的な批判に

さらされるなど大脳皮質研究の発展に役立つ様々な効

果があったと考えています。

 

 

（1）視床-皮質投射と皮質内回路：アセチルコリンによる制御等 

 

木村文隆（大阪大学大学院 医学系研究科 神経統合機能分野） 

 

大脳皮質は前脳基底部より ACh 含有性線維の投射を

受けるが，ACh が皮質内神経回路をどのように制御して

いるかの詳細については未だに不明な点が多い。我々は

これまでに，皮質細胞間シナプスがムスカリニック受容

体（mACh-R）を介して抑制を受けることを示してきた。

今回は視床皮質投射に対するニコチニック受容体

（nACh-R）の作用を検討している。マウスのバレル皮質

より，視床 皮質標本を作製し，視床電気刺激に対する皮

質での反応を記録した。nACh-R 作動薬である nicotine

は，4 層より記録される単シナプス性の EPSC に対し，

シナプス前性の促通作用を示した。視床―皮質シナプス

伝達が nicotine により増強されるとすると，それが皮質

内興奮伝播にどのような影響を持つか，特にバレル構造

との関連において解析することは ACh の作用を，皮質構

造，神経回路との関連において把握するために重要と考

えられる。そこで，同一の標本を用いて光学的計測法に

より nicotine 投与の効果を検討した。その結果，nicotine

は 4 層における興奮を増強するだけでなく，浅層，深層

においても興奮伝播を強く増強していた。また，4 層に

おいては興奮増強に引き続き，バレル構造特異的に抑制

効果も引き起こす結果を得た。このことは，nicotine が皮

質内で何らかの抑制性の回路を駆動している可能性があ

るものとして現在検討中である。

 

 

（2）体性感覚野における機能的皮質内結合の非対称性 

 

安島綾子（理化学研究所 脳科学総合研究センター 視覚神経回路モデル研究チーム） 

 

触覚認識のメカニズムを理解する事を目指し，個体レ

ベルで，内因性シグナルによる光計測法を用いて頬髭刺

激時の皮質活動をモニターし，① 2 本の隣り合った髭へ

の刺激タイミングによって皮質活動の強さに違いのある

事，②①の皮質活動の強さ調節に皮質内抑制性神経回路

が関わっている事，③同列内の 2 本の髭への刺激タイミ

ングの違いによる皮質活動差は，列が異なる 2 本の髭で

は見られない事を明らかにした。以上 3 つの現象に関わ

る皮質内神経回路を詳細に調べるため，生きた状態でバ

レル構造が可視化できる 2 種類の脳スライス作成方法を

確立した（バレル一列を含む脳スライスとバレル列に垂

直な脳スライス）。この 2 種類の脳スライスを用い，2/3

層の錐体細胞から隣接する 2/3 層刺激に伴ったシナプス

電位を記録することによって，バレル列に沿った方向と

バレル列に垂直な方向での皮質内水平結合の強さ・長さ

を比較した。興奮性及び遅い抑制性を介したシナプス結

合はバレル列内に局在し，早い抑制を介した結合は列

内・列間とも差が見られず等方的であった。記録した錐
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体細胞の樹状突起は，バレル列に沿って長く伸びている

事を発見した。外界探索時に髭を前後に動かす whisking

行動の方向と同じ方向に髭列が伸びている事を考え合わ

せると，同列内の髭への刺激タイミングが外界触覚認識

において重要であり，バレル列内の皮質内神経結合がよ

り発達していると考えられる。

 

 

（3）抑制・興奮神経ネットワークにおける発火タイミングの理論的解析 

 

青柳富誌生（京都大学大学院 情報学研究科） 

 

近年，高次機能に神経細胞間の発火タイミングが重要

な役割を果たしている 可能性が実験・理論両面から示唆

され，その検証を行う研究が活発に行われている。一方，

大脳皮質の局所回路の構造や入出力，視床とのループ構

造など，大脳皮質の理論モデルを構築する上で参考にな

る生理学的知見に関しても情報が整理されつつある。今

回は，そのような背景の上で，神経ネットワークのモデ

ルとそこから得られる理論的結果を同期現象を軸にレビ

ューしたい。まずは解析手法として，複雑な神経細胞の

ダイナミクスから本質的に有効な自由度までダイナミク

スを簡略化する理論的手法の心を簡単に紹介し，そこか

ら得られた幾つかの結果を紹介する。例えば，AHP を引

き起こすカレントは同期スパイクを安定化する傾向があ

る。また，ある条件下ではバースト発火の一周期あたり

のスパイク数が変化するところで，同期・非同期の安定

性のシャープな切り替わりが生じることも示される。こ

の場合も同期・非同期の切り替わりの実現におけるバー

ストという発火様式の有用性が意外な形で見いだされる。

後の例としては，近年注目を集めている抑制性ニュー

ロンとギャップ結合の役割に関して，多様なスパイクタ

イミングの学習可能性という観点から，なぜ興奮性ニュ

ーロンにはギャップ結合があまり見られないかという理

由にも言及したい。 

 

 

（4）視覚野における NMDA 受容体依存性の興奮性および抑制性シナプス可塑性 

 

吉村由美子（名古屋大学 環境医学研究所 視覚神経科学） 

 

視覚野の機能的な神経回路は発達期の視覚経験に依存

して形成されるが，そ の基礎過程として神経活動に依存

したシナプス伝達の可塑的変化が考えられる。これまで

に視覚野興奮性シナプスの NMDA 受容体依存性長期増

強の誘発には，シナプス前線維の高頻度刺激か，その低

頻度刺激とシナプス後細胞の脱分極を組み合わせるペア

リング刺激が用いられてきた。我々はラット視覚野切片

標本の 2/3 層錐体細胞からホールセル記録を行い，2 つの

条件刺激による可塑性について詳しく検討した。その結

果，ペアリング刺激は EPSP の長期増強を誘発するのに

対して，高頻度刺激は EPSP の長期増強ではなく IPSP の

長期抑圧を誘発し，電場電位の長期増強を発生させた。

両可塑的変化は，錐体細胞への興奮性入力が活動電位を

引き起しやすくするという点では共通であるが，異なる

特性を示した。興奮性シナプスの長期増強が発達期に限

局して発生するのに対して，抑制性シナプスの長期抑圧

は発達期と成熟期のどちらでも起きた。また NMDA 受

容体は発達に伴いそのサブユニット構成が変化すること

が知られているが，EPSP の長期増強には発達期に多い

NR2B サブユニットが IPSP の長期抑圧には NR2A サブ

ユニットが主に関与していた。以上により，興奮性のシ

ナプスの長期増強は発達期の経験に依存した神経回路形

成に関与し，抑制性シナプスの長期抑圧は成熟した視覚

野においても見られる視覚機能の可塑性に関与すること

が示唆される。 
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（5）大脳皮質の線維連絡と抑制性神経細胞 

 

山下晶子（日本大学 医学部 解剖学） 

 

バイオサイチンを使いサル運動皮質の局所回路を形成

する個々の神経線維を詳細に追跡した。カラムサイズに

限局した広がりを持つ軸索や特定の層にのみ終末を持つ

錐体細胞があり，終末分布が限定される特別な作用を持

つ錐体細胞があると予想される。 

げっ歯類大脳皮質では抑制性 GABA 神経細胞のマー

カーであるカルビンジン（CD），カルレチニン（CR），

パルブアルブミン（PV）は異なったタイプの細胞に存在

する。サル大脳皮質でも 3 種とも細胞体では GABA と共

存する。CD 細胞軸索は陰性樹状突起の線維束に近接し

終末を形成し，CR 細胞は陰性樹状突起遠位部に終末を

持つ他，CR 陽性樹状突起にも終末を持つ。PV 陽性細胞

は陰性樹状突起や陰性軸索，錐体細胞の細胞体に終末を

持つ。サル大脳皮質でも 3 者は異なったタイプの抑制細

胞に含まれ，皮質回路網でも異なった役割を担うものと

考えられる。 

マウス視覚野で領野間結合である feedback（FB）およ

び forward（FW）結合と GABA 抑制細胞の関係とその発

達を調べると，生後 15 日では両投射経路に差は見られな

いが，成熟期では FW は GABA-PV 細胞の細胞体や樹状

突起近位にミトコンドリアを多く含む終末を持つのに対

して，FB は樹状突起遠位部にミトコンドリアのほとんど

含まない終末を持つ。この解剖学的な差が FW と FB の

生理学的な差とも関係していると考えられる。

 

 

（6）聴覚皮質のミクロおよびマクロネットワーク 

 

小島久幸（ 理化学研究所 脳科学総合研究センター 脳皮質機能構造チーム） 

 

聴覚皮質で spectrotemporal な活性パターンを推定す

るには，単一細胞およびその集団の結合またそれらの関

連をみいだすことが重要と思われる。今回単一細胞また

細胞集団レベルでこれらのことを調べてきたので報告す

る。 

(1)ネコにおいて単一錐体細胞は水平軸索から数百μ 

m 置きに脳表に向かう終末側枝を形成した（平均 2.6 /

細胞）。また小細胞集団の投射を tracer によって標識す

ると等周波数帯にそって数ヶの patch が認められた（平

均 4.6/injection)。平均値の比較から単一細胞は patch の全

てではなく，一部にのみ投射していると推測。 

(2)周波数軸に沿い隣接する一次聴覚野 (AI)ドメイン

に異なるトレーサーを注入して，領域内，外への重複（収

斂）投射を調べたところ，注入部位の分離距離特異的な

重複パターンが認められた。 

(3)音強度検出に関与すると考えられる発火パターン

を一部の細胞は示す。  

音強度があがるにつれ初めは発火が増加し，その後減

少する nonmonotonic な細胞が知られている。この発火パ

ターンの形成機構について in vivo 細胞内記録法で調べ

た結果，2 層と 3 層で違いがあることが判明。 

(4) 近サルで what and where pathway が聴覚系にも見

い出され，2 次領域である belt 野が分岐点と考えられて

いる。両経路の相互関連を 3 次領域である parabelt 野へ

の投射から検討し，重複投射があることから 2 経路が関

連することが判明。
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13．機能的 MRI 研究会 

2002 年 11 月 28 日－11 月 29 日 

代表・世話人：定藤規弘 

所内対応者：定藤規弘 

 

（１）The real-time analysis of fMRI data: algorithm and system development 

E. Bagarinao，中井敏晴（産総研） 

（２）fMRI Studies of Human Brain Functions at Columnar Resolution 

Kang Cheng, Allen R. Waggoner， Keiji Tanaka（理研） 

（３）MRI 撮像音強度の変化に伴う聴覚野の賦活 

岡田知久（生理研） 

（４）EPI 時系列信号における低周波ドリフトの要因について 

島田育廣，藤本一郎，正木信夫（ATR 脳活動イメージングセンター） 

（５）fMRI/EEG 同時計測と Be-fMRI（Brain event-related fMRI） 

宮内哲，三崎将也，伊丸岡俊秀，田中靖人（通総研） 

（６）fMRI と NIR 同時計測 

柏倉健一，佐藤哲大，米倉義晴（福井医大） 

（７）テンソル画像 

佐藤哲大，柏倉健一，米倉義晴（福井医大） 

（８）認知記憶課題における前頭葉活動 

宮下保司，桔梗英幸，小西清貴（東大） 

（９）A Comparison of the Temporal Characteristics of the BOLD Responses in V1, MT, and the Primary Motor Cortex 

（M1） to a Variety of Stimuli 

R. Allen Waggoner, Kang Cheng, Keiji Tanaka（理研） 

（10）子供と老人の fMRI 

泰羅雅登（日本大学） 

（11）activation study における個人差についての検討 

岩田一樹 1, 杉浦元亮 1, 渡邉丈夫 1,2, Jorge Riera1, 三浦直樹 1, 秋月祐子 1,2,3, 佐々祐子 1,4,  

渡部芳彦 5, 生田奈穂 1,4, 岡本英行 1,2, 前田泰弘 5, 松江克彦 5, 川島隆太 1 

（1東北大未来 科学技術共同研究センター, 2東北大加齢研, 3東北大院医, 4東北大院国際文化, 5東北福祉大） 

（12）機能的 MRI をもちいた新生児脳代謝活動変化の画像化 

定藤規弘（生理研） 

 

【参加者名】

小川誠二（小川脳機能研究所），岩田一樹，渡邉丈夫，秋

月祐子（東北大），泰羅雅登（日本大），田中啓治，KangCheng

（程 康），R Allen Waggoner，Pei Sun，上野賢一，伝優子，

Justin Gardner，堀江亮太，Chou I-han（理研），中井敏晴，

Bagarinao Epifanio Jr．，松尾香弥子，斎藤もよこ（産総

研），正木信夫，島田育廣，藤本一郎（ATR），宮内哲（通

総研），宮下保司（東大），米倉義晴，柏倉健一（福井医

大），佐藤哲大（奈良先端大），定藤規弘，本田学，岡田

智久，齋藤大輔，荒牧勇，田中悟志，原田宗子，吉村久

美子（生理研・心理生理），廣江総雄（生理研・統合生理），

小松英彦（生理研・高次神経性調節），秋 伝海（生理研・

統合生理），小川正，田辺祐梨，鯉田孝和（生理研・高次

神経性調節），久保田哲夫（生理研・統合生理），伊藤南

（生理研・高次神経性調節） 
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【概要】 

機能的磁気共鳴画像法（以下 fMRI）は近年著しく普

及し，ヒトを含む霊長類の脳機能を非侵襲的に探る上で

卓越した可能性をもつことが明らかとなってきた。その

一方で適切な撮像方法や統計的解析法といった技術面

のみならず，記録される信号変化のもつ生理学的意味

（即ち局所脳血流あるいは電気的活動との関係など）を

理解する上でも検討すべき課題が山積している。本研究

会では，fMRI に関する技術的ならびに生理学的な諸課

題について活発な議論をおこなうとともに，情報交換の

場を提供することを目的とする。具体的には，現在，fMRI

研究を盛んに実施している研究施設や装置開発など関

連領域の研究者並びに技術者から，fMRI の記録・解析

における技術的側面，ならびに BOLD 効果などの生理学

的側面に関連する研究成果を募集し，発表ならびに討議

を 2 日間にわたり活発に行った。こうした活動を通して，

fMRI を神経科学の確固たる道具として使用できるよう

になることが期待される。

 

 

（1）The real-time analysis of fMRI data: algorithm and system development 
 

E. Bagarinao and T. Nakai 

（Life Electronics Laboratory National Institute of Advanced Industrial Science and Technology） 
 

The real-time analysis of functional magnetic resonance 

imaging（fMRI）data advances the efficacy of fMRI as a 

flexible tool for neurological investigations for both basic 

research purposes and clinical applications. MRI systems with 

real-time statistical analysis capabilities have been used to 

provide immediate confirmation of activation, to assess 

subject performance and data quality, and to locate regions of 

interest, among others. In this work, we developed a system 

for the real-time analysis of functional magnetic resonance 

imaging（fMRI）time series. The system is composed of an 

MR scanner for data acquisition and paradigm control, a 

computational server consisting of a cluster of readily 

available personal computers（PC cluster）for real-time fMRI 

data analysis, and a storage device for storing data. The highly 

parallel, voxel-wise processing of fMRI data motivated the 

use of PC clusters for parallel computation. Advantages of 

using a PC cluster include a significant increase in 

computational speed as well as the provision of the much 

needed storage requirement for processing fMRI data by 

pooling the resources, such as physical memory, of the 

different PCs in the cluster. To support real-time statistical 

analysis, we developed an algorithm to estimate the 

coefficients of general linear models（GLM）in real-time. 

Results of the real-time analysis of fMRI data of a normal 

subject performing a simple finger-tapping task demonstrate 

the capabilities of the described system. For a basic analysis 

without image preprocessing such as realignment, smoothing, 

or normalization, the time required to estimate the coefficients 

of a GLM with 15 terms, compute the t-statistics, and update 

the statistical map for each volume acquisition is about 0.175 

s for a 64 x 64 x 30 image data and 0.27 s for a 128 x 128 x 

30 image data, which is much less than the TR which was set 

to 5 s. 

 

 

（2）fMRI Studies of Human Brain Functions at Columnar Resolution 
 

Kang Cheng, Allen R. Waggoner, Keiji Tanaka 

（Laboratory for Cognitive Brain Mapping, RIKEN Brain Science Institute） 

 

In this presentation, we demonstrate that with optimal 

imaging parameters and proper experimental procedures, 

functional architectures such as ocular dominance columns in 

human primary visual cortex can be mapped with high-field 
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fMRI.  Possible sources contributing to the functional BOLD 

contrast at columnar resolution and limiting factors in 

conducting such experiments are discussed from both 

anatomical and imaging perspectives. 

 

 

（3）MRI 撮像音強度の変化に伴う聴覚野の賦活 

 

岡田知久，本田 学，定藤規弘 

（生理学研究所 心理生理学研究部門） 

 

機能的 MRI は言語課題を含めた多くの実験において

用いられるが，大きな撮像音は聴覚刺激呈示の妨げにな

る。その主要発生源となる傾斜磁場を一時的に止めるこ

とで相対的静音時間を設け，聴覚刺激呈示を容易にする

撮像方法について基礎的な検討を行った。実験 1 では健

聴成人 14 人を対象に，13-17 秒毎に 1 秒間傾斜磁場を止

めた（OFF）ところ，両側聴覚野に OFF に同期した広範

な賦活を認めた。うち 11 人を対象に実験 2 を行った。

12-15 秒ごとに５秒間傾斜磁場を止めて，引き続き聴覚

野で起こった血流変化を実験１での OFF に対する応答

曲線を用いて解析した。5 秒間の OFF 期間に伴う血流変

化は，ON-OFF と OFF-ON の 2 つの変化時点に同期した

応答曲線の線形和によりその 90%以上が説明された。す

なわち一次聴覚野は新たな刺激入力が生じた場合のみで

なく，それが減少した場合にも，定常状態よりも大きな

賦活を示すことが判明した。 

 

 

（4）EPI 時系列信号における低周波ドリフトの要因について 

 

島田育廣，藤本一郎，正木信夫 

（ATR 脳活動イメージングセンター） 

 

長時間の fMRI 実験でしばしば見られる EPI 時系列信

号の低周波ドリフトは，脳活動に起因するものではない

と考えられる。分析時にフィルタによる除去処理等を施

すが，かえって有害な場合もある。このドリフトの要因

を検討した。 

（1）ファントムで長時間 EPI セッションを連続して行

なうと，信号変動及び画像シフトは 2 回目のスキャンで

減少した。（2）装置をウォームアップ後の連続セッショ

ンでは，信号変動・画像シフトともに改善された。（3） 装

置のウォームアップなしで脂肪抑制パルスの FA を小さ

くしてファントムをスキャンすると信号変動は減少した

ものの，画像シフト量は 2 回目で減少する。（4）（3）と

同様の条件で生体のスキャンを行うと，（3）同様に信号

変動は減少したが，画像シフトの傾向は 2 回目に減少し

た。 

以上から，低周波信号変動は傾斜磁場の特性変動によ

る中心周波数変動に起因しており，脂肪抑制が不完全に

なるためと考えられる。 

 

 

（5）fMRI/EEG 同時計測と Be-fMRI（Brain event-related fMRI） 

 

宮内 哲，三崎将也，伊丸岡俊秀，田中靖人 

（通信総合研究所 関西先端研究センター） 

 

fMRI と EEG の同時計測はこれまでにも報告されてい

るが，有効な応用事例は少ない。われわれは以下の二点

を目的として fMRI と EEG の同時計測システムを構築し

た。 
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（1）fMRI の実験中は，被験者は仰臥位で全く動けない

ため，しばしば覚醒水準が低下する。覚醒水準の低下に

伴い，反応時間等の行動指標や脳波パタンは顕著に変化

するにもかかわらず，これまで覚醒水準の変動に伴う脳

活動の変化に関する検討はほとんど行なわれていない。

（2）さらに，従来の特定のタスクに対する fMRI 信号値の

変化を計測する代わりに，EEG 上の phasic event に伴う

fMRI 信号値の変化を計測する， Brain event-related fMRI

（Be-fMRI）を新たに提唱する。 

今回は，fMRI/EEG 同時計測システムの詳細と（2）の

Be-fMRI の計測結果例を中心に報告する

 

 

（6）fMRI と NIR 同時計測 

 

柏倉健一，佐藤哲大，米倉義晴 

（福井医科大学 高エネルギー医学研究センター） 

 

近赤外計測装置（NIRS）及び機能的 MRI（fMRI）で得

られる情報の統合が可能かどうか検討する目的で同時計

測を試みた。光トポグラフィー装置（日立メディコ）に

延長ケーブルを接続し，3T MRI 装置（GE 横河メディカ

ル）内で光刺激による脳賦活検査を行った。正確な位置

の同定を行うため，光トポグラフィ装置の各プローブに

は直線マーカーを配置した。被験者は健常成人男女計 12

名である。矩形チェッカーボード刺激を用い 4 種類の網

膜地図を作成し空間的比較を行った（n=7）。さらに，放

射状チェッカーボードを用い刺激時間を 2-20 秒と変化

させ，時間的比較を行った（ n=5）。タイミングの正確性

を計るため MRI と刺激提示ソフト及び NIRS 装置間でゲ

ーティングを行った。この結果，各信号（BOLD 信号及

び oxy-, deoxy-Hb）は空間的，時間的に良好な相関を示

した。また，時間不変線形システムからの乖離も顕著で

あった。従って，両モダリティともほぼ同一の生理学的

現象を観察していると考えられた。 

 

 

（7）テンソル画像 

 

佐藤哲大，柏倉健一，米倉義晴 

（福井医科大学高エネルギー医学研究センター） 

 

MRI を用いた脳機能研究の発展にしたがって，脳内白

質の構造解析は脳内の機能連関をはかる目的から今まで

以上に重要となってきた。MRI 装置や撮像技術の進歩に

ともなって，水分子の拡散様態を容易に画像化できるよ

うになった。拡散様態をとらえた拡散強調画像は，水分

子の拡散の程度を輝度によって表現することができ，拡

散強調画像を複数枚用いることで，拡散テンソル画像の

算出が可能となる。脳内白質は部位によって拡散の程度

が大きく変化するという特徴を持ち，拡散の速さや方向

は白質内に含まれる神経線維束の方向と，検出のための

拡散強調磁場勾配の方向との相互作用による影響を受け

る。この現象は拡散の不等方性と呼ばれ，拡散強調磁場

勾配の方向に平行な白質内線維束では大きな拡散係数，

垂直な線維束では小さな拡散係数が計測される。本研究

では脳内白質神経線維束の結合度を，参照ボクセルと近

接ボクセル間の方向に射影された拡散テンソル距離を利

用して解析する手法を提案し，3T MRI を用い計測した実

データへの適用結果を示す。この拡散テンソル距離は，

各方向へのテンソル楕円体の中心から表面までの距離に

基づく関数で定義され，この距離にしたがったラベルを

用いて脳内白質のセグメンテーションを行なった。また

本手法の応用として，スライス内の任意の点から特定線

維束を反復して検索する手法とその結果についても述べ

る。この手法では脳内白質に存在する特定の線維束であ

る，脳梁および内包のセグメンテーションが可能であっ

た。提案手法は従来の固有第一ベクトルの曲率や円錐角
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を利用した手法と比較して，テンソルの形状特徴を反映

した距離関数の利用によって近傍の探索時に自由度が高

い特徴をもつ。本研究は脳内白質神経線維束の結合度を

定量的に解析する研究の一環であり，脳機能との連関解

明に寄与できるものである。 

 

 

（8）認知記憶課題における前頭葉活動 

 

宮下保司，桔梗英幸，小西清貴 

（東京大学 医学部 生理学教室） 

 

MRI（fMRI）の発展によって，多くの記憶課題（特に

エピソード記憶課題）において，広範な前頭葉部分の神

経活動が報告されるようになった。しかし，こうした神

経活動がどのような認知的情報処理をおこなう基礎とな

っているのかは必ずしも明らかではない。神経活動の局

在性，異なる課題間の活動領域の重複，課題の神経心理

学的背景等を考慮して， 近いくつかの機能画像計測を

行った。技術的には，cognitive subtraction 型でなく，可

能な限り parametric modulation 型のデザインを採用す

るように努めた。そのうち，健常被験者を対象として行

った近時記憶（recency memory）課題，フィーリング・

オブ・ノウイング（feeling-of-knowing）課題等の知見を

中心に報告する。 

 

 

（9）A Comparison of the Temporal Characteristics of the BOLD Responses  
in V1, MT, and the Primary Motor Cortex （M1） to a Variety of Stimuli 

 

R. Allen Waggoner, Kang Cheng, Keiji Tanaka 

Laboratory for Cognitive Brain Mapping, RIKEN Brain Science Institute 

 

In an effort to look beyond the basics of the BOLD 

response, and elucidate aspects which are specific to a given 

stimulus or to a given cortical area, we have compared BOLD 

responses in V1, MT, and M1 to a variety of stimuli. Stimuli 

that produce a strong response in either the visual cortex（a 

flickering checker board and moving dots）or the primary 

motor cortex（finger tapping）were used. The resulting time 

courses were compared, looking for common and unique 

features. The results in the visual areas show a two-stage rise 

for both stimuli, which is not seen in M1. Also, the flickering 

checker board caused the normal 0.1Hz vasomotion oscillations 

to become more pronounced during the sustained response in 

the visual areas, compared with the other stimuli both in the 

visual areas and M1. 

 

 

（10）子供と老人の fMRI 
 

泰羅雅登 

（日本大学） 

 

機能的 MRI（fMRI）は PET に比べて非侵襲性が高いた

め，これまでは調べることが難しかった，健常な子供や

老人の脳活動をこれを用いて調べることが可能になった．

これまでに 6～14 歳の健常な子供を被検者として調べた

ところ，運動野や視覚野など，髄鞘化の発達が早くおこ

る領域では，fMRI を用いて脳の賦活を成人と同様に観察



研究会報告 

285 

することができることがわかった。しかし，前頭連合野

など，発達の遅い領域では，幼少児では脳の賦活がうま

く描出できず，fMRI activation の原理である BOLD 効果

が，髄鞘化が未発達な領域では観察できない可能性を示

差する結果を得た。一方，老人の fMRI では，前頭葉課

題を行わせたときには，前頭葉の形態学的な萎縮が進ん

でいるにもかかわらず，健常な青年と変わらない活動が

得られた。今回はこれらのケースについて考察する。 

 

 

（11）activation study における個人差についての検討 

 

岩田一樹 1, 杉浦元亮 1，渡邉丈夫 1,2，Jorge Riera1，三浦直樹 1，秋月祐子 1,2,3，佐々祐子 1,4， 

渡部芳彦 5 ，生田奈穂 1,4， 岡本英行 1,2，前田泰弘 5，松江克彦 5，川島隆太 1 

（1東北大学未来科学技術共同研究センター, 2東北大学加齢医学研究所, 3東北大学大学院医学研究科, 
4東北大学大学院国際文化研究科, 5東北福祉大学感性福祉研究所） 

 

fMRI を用いた脳の賦活研究においては実験条件・課題

の違いとそれに伴う MR 信号の変化との間の関連性が議

論されるが，個人毎の MR 信号の反応性の差違について

は十分考慮されてこなかった。そこで本研究では，健康

成人 49 名を被験者として反応性の被験者間の個人差に

ついての検討を行った。反応性の評価の為の標準課題と

して 1.5Hz の頻度で反転する白黒チェッカーフラッグを

提示し反転のペースに同期して右手掌を開閉させる視覚

刺激・運動課題を課し，5 秒毎に EPI 撮像を行った。安

静時を base line とした課題中の一次視覚野（V1）・一次

運動野（M1）の賦活を t 値で評価し，その被験者間の差

違を検討した。その結果，V1 の t 値の範囲は 5.8-22.6（12.9

±4.0（mean±SD）），M1 は 3.8-24.4（15.7±5.0）と大き

なばらつきが認められた。この結果から，賦活研究にお

いては課題による賦活の差違のみならず MR 信号の反応

性の個人差が小さくないことに十分注意を向ける必要が

あると考えられる。 

 

 

（12）機能的 MRI をもちいた新生児脳代謝活動変化の画像化 

 

定藤規弘 1，山田弘樹 2 ，米倉義晴３ 

（1生理学研究所，2福井医科大学放射線科，３福井医科大学高エネルギー医学研究センター） 

 

BOLD 信号の変化は，脳血流の変化のみならず酸素代

謝の変化をも反映し得ると考えられる。ヒト脳はその発

生初期において形態機能代謝の各側面から急激な変化を

しめすことから，神経活動に関連する代謝活動を指標に，

発育過程を画像化することを試みた。機能的 MRI をもち

いた視覚刺激課題を施行したところ，胎生期間の補正を

おこなった年齢で生後 8 週以前では，視覚刺激に対して

BOLD 信号の上昇を認め，これは成人におけるパターン

と一致していた。一方，8 週以降では逆に MR 信号の減

少が見られた。一次視覚野においては，生後 2 ヶ月から

シナプス密度の急増が見られ，その後 3 歳まで緩やかな

シナプス減少が観察された。MR 信号減少の見られる時

期はまたブドウ糖代謝の増加する時期とも一致している。 

ブドウ糖代謝はシナプス活性を反映していることを考慮

すると，この時期のシナプス形成が急激に増加すること

と一致する。これらから，生後 8 週以降は，視覚刺激に

よる過剰シナプス活動の増加が，酸素消費の増大ひいて

は局所還元型ヘモグロビン量を増加させてBOLD信号の

減少に至るものと考えられた。機能的 MRI は正常脳にお

ける発達過程を代謝の変化として画像化でき，髄鞘化と

ならんで発育過程の milestone となりうることが示され

た。
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14. シナプス伝達制御の分子機構 

2002 年 9 月 27 日－9 月 28 日 

代表・世話人：平野丈夫（京都大学 理学研究科） 

所内対応者：伊佐 正 

 

（１）小脳プルキンエ細胞の興奮性シナプス伝達に対するグルタミン酸トランスポーター阻害剤の作用 

飯野昌枝，高安幸弘，小澤瀞司（群馬大学 医学部） 

（２）神経細胞死により促進される海馬歯状回の代償的神経新生 

鎌田真希，八尾 寛（東北大学 生命科学研究科） 

（３）単一海馬苔状線維終末における Ca2+チャネルサブタイプの多様性 

宮崎憲一，八尾 寛（東北大学 生命科学研究科） 

（４）海馬 CA1 シナプスにおけるグルタミン酸放出に関与する電位依存性カルシウムチャネルの機能同定 

真仁田聡，河村吉信，井上雅司，工藤佳久，宮川博義（東京薬科大学） 

（５）カルシウム蛍光シグナルの経時変動による海馬顆粒細胞の発火回数解析 

村山正宣，井上雅司，工藤佳久，宮川博義（東京薬科大学） 

（６）成獣マウス海馬神経回路の機能的・構造的非対称性 

伊藤 功（九州大学理学研究科），重本隆一（生理学研究所） 

（７）視覚野における 2 種類の NMDA 受容体依存性シナプス可塑性 

吉村由美子，小松由紀夫（名古屋大学 環境医学研究所） 

（８）シナプス後部蛋白質の分子種特異的な動態 

岡部繁男（東京医科歯科大学 医歯学総合研究科） 

（９）グルタミン酸受容体δ2 サブユニットの細胞レベルでのはたらき 

矢和多智，平野丈夫（京都大学 理学研究科） 

（10）グルタミン酸受容体δ2 サブユニットの生体におけるはたらき 

吉田盛史，平野丈夫（京都大学 理学研究科） 

（11）大脳皮質―脊髄介在ニューロン系の運動制御における役割 

伊佐 正（生理学研究所） 

（12）シナプス前終末におけるミオシンの働き 

持田澄子（東京医科大学） 

（13）Roles of synaptotagminI in synaptic transmission 

城所良明（群馬大学 医学研究科） 

（14）新しい神経伝達物質放出制御因子とアクテイブゾーン構成因子 

高井義美（大阪大学 医学研究科） 

（15）2 光子励起法を用いたシナプス様小胞の融合細孔とエンドサイトーシスの定量的解析 

河西春郎（生理学研究所） 

（16）タイプー3 リアノジン受容体によるカルシュウム遊離と伝達物質放出促進機構 

久場健司，久保田正和，成田和彦，鈴木慎一，曽我聡子，秋田天平，蜂須賀淳一 

（名古屋大学 医学研究科） 

（17）神経終末においてシナプス伝達を制御する K チャネル 

石川太郎，李文斌，岩崎真一，斎藤直人，高橋智幸（東京大学 医学研究科） 
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（18）視細胞の代謝型グルタミン酸受容体によるグルタミン酸作動性シナプス伝達の調節 

細井延武，洪 鐘哲，立花政夫（東京大学 人文社会系研究科） 

（19）青斑核ニューロンにおけるメチルフェニデートの作用 

赤須 崇，木谷有里（久留米大学 医学部） 

（20）虚血性神経細胞死に寄与する細胞内情報伝達過程 

田中永一郎（久留米大学 医学部） 

 

【参加者名】 

真仁田聡，村山正宜，井上雅司，宮川博義，河村吉信（東

京薬科大生体高次），工藤佳久（東京薬科大生命科学），

飯野昌枝，齋藤康彦，城所良明（群馬大 医），平野丈夫，

大槻元，鵜飼健，鶴野瞬，川口真也，矢和多智，吉田盛

史（京都大 理），宮崎憲一（東北大 生命科学），持田澄

子（東京医科大），伊藤功，川上良介（九州大院 理），漆

戸智恵，岡部繁男（東京医歯大），小松由紀夫，吉村由美

子（名古屋大学・環境医学），細井延武（東京大院 人文），

金子雅博，山下貴之，松山恭子，中村行宏，入村早苗，

山下滋郎，鷹合秀輝，鈴木大介，水谷冶央，齋藤直人，

小池真紀，川上典子，高橋智幸，辻本哲宏，石川太郎（東

京大院 医），鎌田真希，八尾寛（東北大院 生命科学），

安松信明（東京大 理）赤須崇，田中永一郎，木谷有里

（久留米大 医），高井義美（大阪大院 医），河北友克（豊

橋技科大），久場健司，久保田正和，西嶋泰洋，鈴木慎一

（名古屋大院医），井本敬二，岩崎広英，萩原明，馬杉美

和子，宮田麻理子，河西 春郎，野口潤，松崎政紀，窪

田芳之，篠原良章，根本知己，兒島辰哉，高橋倫子，重

本隆一，坪川宏，伊佐正，関和彦，坂谷智也，山下哲司，

勝田秀行，渡邊雅之，李 鳳霞（生理研），

【概要】 

平成 14 年 9 月 27,28 日に生理学研究所研究会「シナプ

ス伝達制御の分子機構」を行った。本研究会には，生理

学研究所外から約 50 名，総勢約 70 名が参加して，シナ

プス伝達制御にかかわるさまざまな研究発表が行われ，

率直かつ活発な議論が展開された。研究発表は，シナプ

ス前終末からの伝達物質放出を制御する分子（カルシウ

ムチャネル・シナプトタグミン・ミオシン・リアノジン

受容体・ラブ等）や，伝達物質放出過程についての解析，

シナプス後部に局在する分子（NMDA 受容体・グルタミ

ン酸受容体デルタ 2 サブユニット・ホーマー・PSD95 等）

のはたらきについての解析，シナプス可塑性機構につい

ての研究，そして個体レベルの研究を含んでいた。発表

者は細胞レベルの生理学研究者が中心となっていたが，

分子生物学研究者や形態学研究者も参加して，2 光子顕

微鏡を使用した伝達物質放出過程に関する解析・ミュー

タントマウスを用いた培養神経細胞でのシナプス関連蛋

白質の長時間のタイムラプス観察など， 新かつ多様な

研究発表がなされた。また，NMDA 型受容体サブユニッ

トの左右での非対称な分布，および異なる NMDA 受容

体サブタイプが興奮性と抑制性シナプスの近傍で役割分

担していることを示唆する実験結果など，意外性が高く

興味深い研究発表が多くなされた。また本研究会では，

大学院生など若手に口演発表する機会を与えることを奨

励したが，発表した若手研究者はよい経験をしたように

思われる。本研究会では，異分野の研究者が一同に会し，

若手を含めて気軽な雰囲気の中で，率直かつ建設的な議

論を行い，各人にとり有用で実質的な情報交換を行うこ

とをめざしたが，その目的は達成できたように思う。 
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15．第 3 回脳磁場ニューロイメージング 

2002 年 12 月 11 日－12 月 12 日 

代表・世話人：栗城眞也（北海道大学） 

所内対応者：柿木隆介（統合生理研究施設） 

 

（１）体性感覚情報処理におよぼす注意の影響 

遠藤博史（産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門） 

（２）鍼，指圧，打撃による脳の MEG 信号と dipole の脳内ダイナミックス 

川端啓介 1，中岡高博 1，M.R.Khan1 ，谷塚 昇 1，内野勝郎 2，村田和優 3，外池光雄 4 

（1大阪府立大学，2平成医療学園専門学校，3明治東洋医学院専門学校， 

4産技総研ライフエレクトロニクスセンター） 

（３）弦楽器奏者の体性感覚誘発脳磁界皮質初期成分の計測 

鈴木篤志 1，木村友昭 2，田野崎真人 3，井口義信 3，関原謙介 4，橋本 勲 5 

（1東京都立科学技術大学大学院 システム基礎工学専攻，2筑波技術短期大学鍼灸学科， 

3東京都精神医学総合研究所 脳機能解析部門，4東京都立科学技術大学電子システム工学科， 

5金沢工業大学 人間情報システム研究所） 

（４）擬似自己運動感覚に関連した脳磁界の計測 

中川誠司，渡邊 洋，山口雅彦，西池季隆 1，外池光雄（産業技術総合研究所，1大阪大学） 

（５）第 2 次運動知覚機構の生理学的検討 

祖父江文子，金桶吉起，柿木隆介（生理学研究所，名古屋大学医学部小児科） 

（６）二味溶液の呈示条件における味覚情報処理機構の検討。 

森川聖美 1，山本千珠子 2，中川誠司 3，山口雅彦 2，外池光雄 2，山本 隆 2 

（大阪大学 人間科学部 行動生理学講座 1， 

産業技術総合研究所 関西センター ライフエレクトロニクス研究ラボ 2） 

（７）食品の色彩別脳磁場応答 

繁冨梨絵 1，長尾絵美子 1，佐藤千絵 1，吉本知津 1，奥田弘枝 1，橋詰顕 2， 

栗栖 薫 2，瀬山一正 1，谷澤久之 1，小園佳美 3 

（1広島女学院大学 生活科学部 生活科学科，2広島大学医学部 脳神経外科， 
3広島女学院大学大学院 人間生活学研究科） 

（８）味覚誘発脳磁場の周波数解析 

吉本知津 1，長尾絵美子 1，佐藤千絵 1，繁冨梨絵 1，奥田弘枝 1，橋詰顕 2， 

栗栖薫 2，瀬山一正 1，谷澤久之 1，小園佳美 3 

（1広島女学院大学 生活科学部 生活科学科，2広島大学医学部 脳神経外科， 
3広島女学院大学大学院 人間生活学研究科） 

（９）第一次味覚野の左右半球における非対称性 

小早川達 1，斉藤幸子 1，後藤なおみ 1，小川 尚 2 

（1産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門，2熊本大学医学部 第二生理） 

（10）平面型グラジオメータで検出された磁界の等高線表示 

竹内文也，栗城眞也（北海道大学 電子科学研究所） 
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（11）脳磁図周波数トポグラフィー 

橋詰 顕，栗栖 薫，有田和徳，杉山一彦，江口国輝，花谷亮典 

（広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 創生医科学専攻 先進医療開発科学講座 脳神経外科学教室） 

（12）非加算誘発脳磁図の試み 

川勝真喜，内川義則，小谷 誠（東京電機大学） 

（13）正中神経繰り返し刺激の MEG と測定変量間の伝達関数の同定 

加藤健治 1，岸田邦治 1，深井英和 1，篠崎和弘 2，鵜飼 聡 2，山本雅清 2 

（1岐阜大学大学院 工学研究科 応用情報学専攻，2大阪大学大学院 医学研究科 神経機能医学講座） 

（14）刺激間隔における 1/fn ゆらぎの GO/NO-GO 反応によるベータ帯域非同期化 

原田暢善 1，中川誠司 1，岩木 直 1，Tom Holroyd2，山口雅彦 1，外池光雄 1，守谷哲郎 1 

（1産業技術総合研究所 関西研究センター ライフエレクトロニクス研究ラボ， 
2 通信総合研究所 関西先端研究センター 柳田結集型特別グループ） 

（15）視覚・聴覚の同時刺激による聴覚 N1m 潜時の変化 

足立信夫，小野弓絵，小林宏史，石山敦士，葛西直子 

（早稲田大学大学院 理工学研究科 電気工学専攻 超電導応用（石山敦士）研究室） 

（16）逆方向マスキングを引き起こす聴覚刺激に対する N1m 反応 

渡邉啓太, 川勝真喜, 内川義則, 小谷 誠（東京電機大学） 

（17）周波数変化に対する聴覚誘発脳磁界反応 

神本さゆり 1，今田俊明 2,4，関原謙介 3，川勝真喜 4，小谷 誠 4 

（1東京都立科学技術大学大学院 システム基礎工学専攻，2ワシントン大学 心脳学研究センタ， 
3東京都立科学技術大学 電子システム工学科，4東京電機大学） 

（18）小児絶対音感保持者の N100m 

広瀬宏之，久保田雅也，木村育美，湯本真人，榊原洋一（東京大学医学部小児科，同付属病院検査部） 

（19）楽譜・楽音照合課題施行時の音楽家の脳磁場活動 

湯本真人 1，松田眞樹 2，宇野 彰 3，伊藤憲治 4，金子 裕 5，加我君孝 6 

（東大病院検査部 1，東京芸大大学院 音楽研究科 2，国立精神神経センター 精神保健研究所 3 

東大 医学部 認知言語医学 4，国立精神神経センター 武蔵病院 脳外科 5，東大 医学部 耳鼻咽喉科学 6） 

（20）Mirror Neuron Systems（MNS）は顎関節症（Temporomandibular Disorders；TMD）と関連するか？ 

澁川義幸 1,2，新谷益朗 2，熊井敏文 3，加藤元一朗 2,4，鈴木隆 1,2， 

ZHANG Zhen Kang5，TING Jiang5，下野正基 2，石川達也 2，中村嘉男 2,6 

（1東歯大 口科研 生理，2東歯大 口科研，3松本歯大 口腔生理， 

4慶大 精神神経，5Peking Univ.，6帝京平成大 福祉情報） 

（21）大脳基底核運動路のネットワーク解析:加齢およびパーキンソン病(PD)における変化 

岡山 晶，谷脇考恭，後藤純信，吉良潤一，飛松省三（九州大学大学院 医学研究院 脳研臨床神経生理） 

（22）三叉神経支配領域 CO2 レーザー刺激による痛覚誘発脳磁場に対する NMDA 受容体抑制薬の効果 

1松浦信幸，2澁川義幸，1一戸達也，2鈴木 隆，1金子 譲 

（1東京歯科大学歯科麻酔学講座，2東京歯科大学生理学講座） 

（23）MEG によるてんかん発作波の解析 

宇留野勝久 渡辺裕貴（国立療養所 静岡神経医療センター） 

（24）MEG によるスパイクマッピングと頭蓋内脳波所見の比較 

金子 裕，仲間秀幸，新村 核，久保田有一，大槻泰介，岡崎光俊，有馬邦正 

（国立精神・神経センター武蔵病院 脳神経外科，臨床検査部，精神科） 
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（25）統合失調症における対刺激パラダイムによる聴覚性 MEG 応答の検討 

加藤 隆 1，加藤元一郎 2，梅田 聡 3，村松太郎 2，秋根良英 2，新谷益朗 4 

（1井之頭病院，2慶應義塾大学 医学部 精神神経科学教室， 

3慶應義塾大学 文学部，4東京歯科大学 脳科学研究施設） 

（26）Stroop 課題による精神分裂病研究－MEG の空間フィルタ法による解析－ 

川口俊介，篠崎和弘，鵜飼 聡，石井良平，山本雅清，小川朝生， 

水野（松本）由子，吉峰俊樹，武田雅俊（大阪大学大学院 医学系研究科 精神医学教室） 

（27）統合失調症患者のしりとり課題時における前頭前野および言語関連領野の活動 

山本雅清，篠崎和弘，鵜飼 聡，川口俊介，石井良平，小川朝生，水野（松本）由子，井上 健 

吉峰俊樹，1武田雅俊 

（大阪大学大学院 医学系研究科 精神医学教室，1大阪大学大学院 医学系研究科，脳神経外科） 

（28）小児における顔と視線の認知についてーERP,MEG による解析 

木村育美，久保田雅也，広瀬宏之，湯本真人，榊原洋一 

（東京大学 医学部 附属病院小児科，同検査部） 

（29）帯域ノイズの不快感（アノイアンス）に関する脳磁図計測 

添田喜治 1，中川誠司 1，外池光雄 1，安藤四一 2 

（1 産業技術総合研究所 ライフエレクトロニクス研究ラボ，2 神戸大学大学院 自然科学研究科） 

（特別講演）脳におけるシンボル処理過程のモデル化－問題解決における機能部品組合せモデルの検討－ 

大森隆司，小川昭利（北海道大学大学院 工学研究科） 

（特別講演）ヒト SI 皮質内神経回路の機能的意義：体性感覚誘発脳磁場による洞察 

田野崎真人，橋本 勲 

（東京都精神医学総合研究所 脳機能解析研究部門，金沢工業大学 人間情報システム研究所） 

 

【参加者名】 

浅田博（大阪府立大学総合科学部），足立信夫，石山敦士

（早稲田大学理工学），井原綾（大阪大学神経機能診断学），

宇留野勝久（国立療養所静岡神経センター），遠藤博史（産

業技術総合研究所），大崎康宏（大阪大学耳鼻咽喉科学講

座），大森隆司（北海道大学大学院工学研究科），岡山晶

（九州大学脳研臨床神経生理），小川朝生（大阪大学大学

ポストゲノム疾患解析学），小野弓絵（早稲田大学理工学），

梶原茂樹（島津製作所），加藤健治（岐阜大学工学部応用

情報学科），加藤元一郎（慶應義塾大学精神神経科），加

藤隆（井の頭病院），金子裕（国立精神・神経センター），

神本さゆり（東京都立科学技術大学大学院），川勝真喜（東

京電機大学情報環境学部），川口俊介（大阪大学精神），

川田昌武（徳島大学工学部），川端啓介（大阪府立大学），

岸田邦治（岐阜大学工学部応用情報学科），北飯圭（NEC

ソフト（株）），木村育美，久保田雅也（東京大学小児科），

栗城眞也（北海道大学電子科学研究所），黒川智美（九州

大学脳研臨床神経生理），小谷賢太郎（関西大学工学部），

後藤純信（九州大学脳研臨床神経生理），後藤寛（横河電

機株式会社），小早川達（産業技術総合研究所），小林 宏

史（早稲田大学理工学），小林健二（広島大学整形外科学），

小林義昌（東京歯科大学衛生学講），子安利征（東京電機

大学），坂本真一（大阪市立大学脳神経外科），崎原こと

え（大阪大学医学部保健学科），佐藤千絵（広島女学院大

学生活科学部），繁冨梨絵（広島女学院大学生活科学部）， 

篠崎和弘（大阪大学精神科），柴玲子（東京電機大学），

澁川義幸（東京歯科大学生理学講座），島浩史（金沢大学

脳神経外科学），鈴木篤志（東京都立科学技術大学大学院），

鈴木紳（NTT ドコモマルチメディア研究所），須谷康一

（近畿大学総合理工学研究科），千住淳（東京大学総合文

化研究科），添田喜治（産業技術総合研究所），高田あゆ

み（エレクタ株式会社），多賀野義隆（大阪府立大学理学

研究科数理），竹内文也（北海道大学 電子科学研究所），

谷本啓二（広島大学歯学部歯科放射線学），田野崎真人（東

京都精神医学総合研究所），露口尚弘（大阪市立大学脳神

経外科），鶴澤礼実（福岡大学医学部小児科），外池光雄

（産業技術総合研究所），飛松省三（九州大学脳研臨床神
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経生理），長尾絵美子（広島女学院大学生活科学部），中

岡高博（大阪府立大学理学研究科数理），中川誠司（産業

技術総合研究所），長崎信一（広島大学大学歯科放射線学），

長峯隆（京大高次脳機能総合研究センター），忍頂寺毅

（NTT ドコモマルチメディア研究所），橋詰顕（広島大学

脳神経外科学），橋本章子（信州大学大学院医療情報学専

攻），長谷川光広（金沢大学脳神経外科学），原 恵子（国

立精神神経センター武蔵病院），原田暢善（産業技術総合

研究所），東浦正和（仁木工芸株式会社），広瀬 宏之（東

京大学大学小児科学），別所央城（東京歯科大学口腔外科），

益子拓徳（NTT ドコモマルチメディア研究所），増本康

平（大阪大学人間科学），松浦信幸（東京歯科大学歯科麻

酔学講座），松橋眞生（京都大学高次脳機能総合研究セン

ター），宮成愛（東京大学農学生命科学研究科），森川聖

美（大阪大学人間科学学部），山口雅彦（AIST Life Labo.），

山崎貴男（九州大学脳研臨床神経生理），山田孝子（国立

療養所中部病院神経内科），山本雅清（大阪大学精神医学），

山本千珠子（大阪大学大学院人間科学），湯本真人（東京

大学医学部検査部），横田公一（CBC 株式会社），芳村勝

城（国立療養所静岡神経医療センター），吉本知津（広島

女学院大学 生活科学部）， 渡邊裕（東京歯科大総合病

院口腔），渡邉啓太（東京電機大学），渡辺裕貴（国立静

岡神経医療センター），柿木隆介，金桶吉起，渡辺昌子，

乾幸二，丸山幸一，久保田哲夫，Tuan Diep Tran，三木研

作，王暁宏，秋云海，宝珠山稔，祖父江文子，尾島司郎，

廣江総雄，中田大貴，和坂俊昭，Binh Thi Nguyen，田村

洋平（生理学研究所）

 

【概要】 

昨年度に続く第 3 回目として，「脳磁場ニューロイメー

ジング」研究会を岡崎コンファランスセンターで平成 14

年 12 月 11 日（12 時）から 12 月 12 日（17 時 30 分）の

日程で開催した。世話人は筆者（北海道大学，栗城眞也）

と，統合生理研究施設の柿木隆介教授である。 

研究発表は「体性感覚，視覚，聴覚，味覚，臨床応用，

高次機能，信号処理」のセッションに分け，計 29 演題の

発表が行なわれた。体性感覚では注意による早期 MEG

反応の減衰が 35 ms 成分に見られるとの報告があり，

IPSP との関連などの討論がなされた。弦楽器奏者の左手

指の体性感覚誘発 MEG と脳の可塑的な変化に関する先

行研究があり，これに対する追試実験の報告がなされた。

手指への電気刺激による反応は先行研究と異なり，双極

子モーメントと手指間の信号源距離には器楽訓練による

有意な増加が見られなかった。しかし，300-900Hz の高

周波振動性反応には変化があり，抑制性介在ニューロン

の関与が指摘された。 

味覚関連 MEG 反応では，多数の被験者にわたる測定

を総合した結果が報告された。それによると 短潜時成

分の双極子位置には左右脳半球差があり，男性において

左半球の活動が右より後方に位置するが女性では非対称

性は見られないとのことであった。 

信号処理関係の発表では独立成分分析を使って信号

成分を雑音から弁別する試みが紹介され，非加算誘発

MEG が抽出できるとの報告が興味を集めた。音楽関連の

計測では 2 件の発表があった。小児（7 から 14 歳）の絶

対音感保持者の AEF 計測を行ない N100m 成分の出現を

論じたもので多数（10 人以上）の小児被験者を測定した

始めての例と思われる。また，音楽専門家が無調音列を

聴取しつつ楽譜との照合を行なう実験では，左脳半球の

種々の領野に活動が認められるという報告であった。 

その他にも多くの興味ある研究発表があったが，紙面

の関係で割愛する。第 1，第 2 回研究会と同様に講演時

だけではなく休憩時にも活発な討論があり，貴重な情報

交換の場となっていた。この方面の研究の推進に資する

ところ大なるものがあると感じた次第である。

 

 

（1）体性感覚情報処理におよぼす注意の影響 

 

遠藤博史（産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門） 

 

刺激に注意を向ける場合，手の位置や見え方と言った

トップダウン的な要素が注意の効果に影響をおよぼす。

そこでこのような効果が体性感覚情報処理の脳活動にど

のような変化をもたらすかを見ることによって，トップ

ダウン的な情報が体性感覚情報処理のどの段階で付加さ

れるかの検討を行った。左右両人さし指へランダムな刺
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激を与え，被験者は target 刺激が来る一方の指に注意を

向け，注意していない刺激に対する反応の変化を計測し

た。注意は 80ms 以降の活動に影響をおよぼしたが，手

の位置や見え方と言ったトップダウン的な要素は，活動

強度に変化をもたらさなかった。また刺激後 35ms の成

分は，注意側の刺激に対してその活動強度が有意に減少

した。以上のことから，注意の効果には 2 段階あり，ま

ずは体性感覚そのものに対する注意（二次体性感覚野以

降の処理に影響）であり，次は刺激の弁別にかかわるよ

うな，高次の処理に関した注意であると考えられた。 

 

 

（2）鍼，指圧，打撃による脳の MEG 信号と dipole の脳内ダイナミックス 

 

川端啓介 1，中岡高博 1，M.R.Khan1，谷塚 昇 1，内野勝郎 2，村田和優 3，外池光雄 4 

（1大阪府立大学，2平成医療学園専門学校，3明治東洋医学院専門学校，4産技総研ライフエレクトロニクスセンター） 

 

表題の 3 種類の刺激を鍼灸点の主として合谷について

行い脳磁気計で測定し,その結果からdipole座標などの時

間的ダイナミクスを解析した。（実験方法）刺激方法は指

圧と打撃については，直径 4m/m の仁丹球を鍼灸点に貼

り付け，その上を強く押さえるか木槌で叩く。いずれの

場合も仁丹球は深く沈み込む。鍼の場合は通常使われる

ステンレス鍼を先端を残して短く切り細い木柱にさしこ

み，この先端を 5m/m 程度刺入し上端を水平方向に振る

刺激を行った。トリガーの 0 点としては以上 3 種類の刺

激とも光ファイバーより射出される光を遮断するパルス

の発生時とした。MEG は産技総研関西センターの 122

チャンネル全頭型（グラヂオメーター）を使用した。（実

験結果）以上の 3 種の深部刺激反応の特徴としては，（1）

MGE 信号は非常に多くのチャンネルに現れる，（2）1

秒程度にも及ぶレスポンス遅れがある，のが特徴で従来

報告されてきた体性感覚の場合と非常に異なる。打撃の

場合の実験結果は昨年の第 2 回研究会で発表したが指

圧，打撃の両者とも大きな信号が現れる。50 回程度積算

した信号を解析した dipole の座標の時間変化ダイナミク

スを発表する。鍼については，意外にも積算によって打

撃や指圧の場合のような大きな信号は現れなかったが，

鍼刺激の特徴としては，刺激により側頭優勢な強いアル

ファ波が全頭的に広がることであることを見出した。

（アルファ波はトリガー信号にたいして位相的にランダ

ムであるから積算信号では相殺される。）アルファ波は

普通脳が非常に calm な状態で出現するとされているが，

脳が鍼刺激により感度を落としている状態とも考えら

れ，鍼麻酔とも関連するところがあるのではないか？鍼

の場合は積算信号のほかに，RawData よりある時間域の

信号を切り出して数個の周波数帯に分けて dipole の座標

解析を行った。また，このうちの，アルファ波周波数帯

でのこの様な座標解析は，古くからある問題，脳波とは

何なのかについても重要な知見を与えるものであろう。

 

 

（3）弦楽器奏者の体性感覚誘発脳磁界皮質初期成分の計測 

 

鈴木篤志 1，木村友昭 2，田野崎真人 3，井口義信 3，関原謙介 4，橋本 勲 5 

（1東京都立科学技術大学大学院 システム基礎工学専攻，2筑波技術短期大学鍼灸学科， 

3東京都精神医学総合研究所 脳機能解析部門，4東京都立科学技術大学電子システム工学科， 

5金沢工業大学 人間情報システム研究所） 

 

弦楽器奏者の指に対する体性感覚野からの反応を計測

した。8 人の弦楽器奏者について両手の母指 (D1)示指

(D2)小指 (D5)と，12 人の比較対照者 (コントロール)の左

手に電気刺激を与え，3-300Hz と 300-900Hz のバンドパ

スフィルタで N20m と高周波振動 (HFOs)を分離し解析

を行った。N20m のピークでダイポール推定を行った結

果，弦楽器奏者とコントロールの左手の D1-D5,D2-D5 の

皮質上における距離や，D1,D2,D5 に対するダイポールの

強度に差はなく，弦楽器奏者の左手の D1 と D5 の反応強

度が増すとする先行研究結果 (Elbert et al.,1995)と矛盾し
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た結果が得られた。他方，HFOs のピーク数が弦楽器奏

者の左手のD1とD5で統計的に有意に増大することを見

出した。これらの結果は，弦楽器奏者の体性感覚皮質の

訓練による再構築は皮質領域を拡大することではなく，

抑制介在ニューロンの活動を高めると解釈することで説

明できる。

 

 

（4）擬似自己運動感覚に関連した脳磁界の計測 

 

中川誠司，渡邊 洋，山口雅彦，西池季隆 1，外池光雄（産業技術総合研究所， 1大阪大学） 

 

視覚入力によって誘発される擬似自己運動感覚

（vection）に関連した脳磁界の計測を行った．以下の 4

条件の視覚刺激を被験者に呈示した。(a) 画面中心点に

向かって直線加速運動するドット群，(b) 画面上の無作

為な点に向かって直線加速運動するドット群，(c) 画面

中心点を軸として反時計回りに回転運動するドット群，

(d) 画面上の無作為な点を軸として反時計回りに回転運

動するドット群。刺激条件 (a)に対して自らの身体が後

退運動する感覚（backward linear vection），および(b)に対

して自らの身体が時計回りに回転運動する感覚

（counterclockwise circular vection）が知覚された被験者の

脳磁界計測を行い，それぞれの vection に関わる脳内活

動を検討した。

 

 

（5）第 2 次運動知覚機構の生理学的検討 

 

祖父江文子，金桶吉起，柿木隆介（生理学研究所，名古屋大学医学部小児科） 

 

ヒトは明るさで定義される物体の運動（第一次）のみ

ならず，模様などの違いで定義される物体の運動（第二

次）も知覚することができる。我々は，ランダムドット

運動の速度の違いにより定義された物体の第二次運動に

誘発される脳磁場反応と機能的磁気共鳴画像を測定し,

比較検討した。サイン波刺激の第一次運動は脳磁場反応

が誘発されたが，第二次運動の反応は測定できなかった。

仮現運動刺激において，第一次，第二次運動に対する両

反応とも距離により反応潜時と振幅は有意に変化し，第

一次運動に対する反応は有意に潜時が短く振幅は大きか

った。第一次と第二次の情報を同時に持つ運動刺激に対

する反応は，それぞれの反応の中間に分布した。機能的

磁気共鳴画像では，どの刺激においてもヒト MT+を中心

に活動が見られ，有意な部位差はなかった。これらは両

者を検出する神経機構がある程度独立しているが，その

初期に情報交換が行なわれることを示している。

 

 

（6）二味溶液の呈示条件における味覚情報処理機構の検討 

 

森川聖美 1，山本千珠子 2，中川誠司 3，山口雅彦 2，外池光雄 2，山本 隆 2 

（大阪大学人間科学部行動生理学講座 1， 

産業技術総合研究所 関西センター ライフエレクトロニクス研究ラボ 2） 

 

ある刺激を規則正しく与えた場合とランダムに与えた

場合で，刺激の呈示条件のよって生体反応に相違が認め

られるかどうかは興味深い研究課題である。本研究では，

二つの味覚刺激（Citric Acid 50 mM，Sucrose 500 mM）を

交互に与えた場合（交互課題）とランダムに与えた場合

（ランダム課題）について検討した。生体反応として，ま

ず指の光センサー開閉方式により，味刺激に対する反応

時間を調べたところ，味溶液の種類に関係なく交互課題
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に比べランダム課題のほうが，反応時間が長くなる傾向

が見られた。（5 名中 3 名）これは味覚の認知過程，また

は味を認知してから実際に反応するまでの脳内情報処理

過程において，呈示条件による違いが生じているからだ

と考えられる。そこで，交互課題とランダム課題におい

て，中枢における味覚情報処理様式に違いが見られるか

どうかを脳磁界計測装置を用いて解析，検討を行った。

 

 

（7）食品の色彩別脳磁場応答 

 

繁冨梨絵 1，長尾絵美子 1，佐藤千絵 1，吉本知津 1，奥田弘枝 1，橋詰顕 2， 

栗栖 薫 2，瀬山一正 1，谷澤久之 1，小園佳美 3 

（1広島女学院大学 生活科学部 生活科学科，2広島大学医学部 脳神経外科， 
3広島女学院大学大学院 人間生活学研究科） 

 

【目的】過去のアンケート結果から食品の色彩と五味に

ついては暖色系に甘味・酸味を感じ，寒色系には塩味を

感じることがわかった。そこで着色された試料提示後の

脳活動について，研究を行った。  

 【方法】健常者 10 名（21・22 歳の女性のみ）を対象と

し，（1）着色した 6 種類の飲料・ゼリーの静止画像から

受ける視覚刺激により誘発される脳磁場応答を

Neuromag 社製 204ch 脳磁計で測定し，周波数解析を行っ

た。（2）測定後に食欲・五味のアンケートを行い，周波

数解析の結果と比較した。  

 【結果】色彩別にパワー値を比較すると暖色系でパワー

値が高い傾向がみられた。またアンケートの結果をもと

に五味別にパワー値を比較すると，甘味と苦味では低い

傾向がみられた。  

 【考察】暖色系の色は暖かい感じを与えるため，パワー

値が高かったと思われる。また，五味別のパワー値の結

果は，被験者を増やす必要があり，現時点では不明であ

る。

 

 

（8）味覚誘発脳磁場の周波数解析 

 

吉本知津 1，長尾絵美子 1，佐藤千絵 1，繁冨梨絵 1，奥田弘枝 1，橋詰顕 2， 

栗栖薫 2，瀬山一正 1，谷澤久之 1，小園佳美 3 

（1広島女学院大学 生活科学部 生活科学科，2広島大学医学部 脳神経外科， 
3広島女学院大学大学院 人間生活学研究科） 

 

【目的】味覚誘発脳磁場応答が，味覚の種類により差が

あるかどうかを研究する。 

 【方法】健常者 10 名（21・22 歳の女性のみ）を対象と

した。装置は Neuromag 社製 204ch 脳磁計を用いた。(1) 5

種類の味溶液と蒸留水を用いて，口に含んだ状態と飲み

込んだ状態で脳磁場応答を測定し，周波数解析を行った。

(2) 測定後に味覚の快・不快のアンケートを行い，周波数

解析の結果と比較した。 

 【結果】蒸留水（無味）・ショ糖（甘味）・硫酸キニーネ

（苦味）ではパワー値が高く，塩化ナトリウム（塩味）・酢

酸（味）・L グルタミン酸ナトリウム（旨味）ではパワー

値が低い傾向がみられた。また味覚アンケートの結果を

もとに快・不快時別にパワー値を比較すると，どの味覚

刺激においても快の方が不快よりもパワー値が高い傾向

がみられた。 

 【考察】塩味・酸味・旨味の味溶液では抵抗感が強かっ

たためパワー値が低くなったものと思われた。
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（9）第一次味覚野の左右半球における非対称性 

 

小早川達 1，斉藤幸子 1，後藤なおみ 1，小川 尚 2 

（1産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門，2熊本大学医学部 第二生理） 

 

4 段階の食塩の濃度段階 (30mM, 100mM, 300mM, 1M)

を男性 4 人，女性 4 人の被験者に対して，提示を行い

初の潜時の活動の計測を行った。1 回の実験では 40 回の

味刺激提示を行った。味覚刺激の提示時間は 400ms，刺

激間間隔は 30 秒であり，その間は脱イオン水の提示を行

っている。 短潜時の活動についてダイポール推定を行

ったところ，濃度段階に応じて活動強度の有意な変化

(p=0.000053) がみられた。活動部位について標準脳の座

標系に変換後，濃度による部位の差の検定を行ったが有

意差は見られなかった。濃度段階とは関係なく，標準脳

座標系における y 座標（前後方向）の値が左半球におい

て有意 (p=0.00014)に小さかった。これは味覚第一次野が

左半球では右半球と比較して後方へ移動していることを

意味する。また被験者を男性，女性の二群に分けた場合，

男性においては有意 (p=0.00023)に左半球において味覚

第一次野が後方に位置しているのに対し，女性ではこの

ような左右差は有意に見られなかった(p=0.25)。

 

 

（10）平面型グラジオメータで検出された磁界の等高線表示 

 

竹内文也，栗城眞也（北海道大学 電子科学研究所） 

 

脳磁界信号源の推定結果を評価する場合に磁界分布を

利用することが多い。しかし，平面型グラジオメータで

検出した磁界を等高線表示させるためには信号源推定な

どの処理が必要となる。ここでは平面型グラジオメータ

で計測した磁界を，シンプルな電流分布モデル用いて等

高線表示可能な磁界値に変換する方法を提案する。 

提案方法は，(1) 特定の MEG システムに対して 1 回だけ

必要となる処理と，(2) 等高線を描画する毎に必要となる

処理からなる。(1)では，被験者頭部を固定する空間にノ

ードを設定し，各ノードにおける Leadfield をビオ・サバ

ールの式より算出して，その行列を QR 分解する。これ

によりチャネル数と等しい数の電流ダイポール（位置と

向き）が求められる。(2)では，計測した磁界を作るよう

な電流ダイポールの大きさを算出する。それらのダイポ

ールが発生し仮想的なマグネトメータで検出した磁界を

計算して等高線表示を行う。

 

 

（11）脳磁図周波数トポグラフィー 

 

橋詰 顕，栗栖 薫，有田和徳，杉山一彦，江口国輝，花谷亮典 

（広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 創生医科学専攻 先進医療開発科学講座 脳神経外科学教室） 

 

【目的】脳波でなされている周波数解析を脳磁図でも応

用できるようにする。 

【方法】平面型グラジオメータは直下に電流源が存在す

るときに 大信号となる特徴がある。この検出コイルを

脳波の双極誘導に類似したものと考え，センサー平面

(x-y)に対しての傾斜磁場BxとByをフーリエ変換しパワ

ー値の合計を計算し，平面上または脳表上に投影し，セ

ンサー間を補間した。 

【結果】周波数トポグラフィーを作成することで周波数

分布がひとめで分かるようになった。健常者では閉眼時

の〈波が後頭葉を中心に広がる傾向があること，てんかん

患者では推定された等価電流双極子の位置とα波の分布

域が一致する傾向が見られた。 

【考察】我々が開発した脳磁図周波数トポグラフィーで
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は 1)電流源の深さを表現できない，2)磁気雑音に弱い，

という欠点がある。得られた周波数帯域の分布の意義は

不明であるが，アイドリング状態の基盤となるネットワ

ークの広がりに何らかの関係があるものと思われる。 

【結語】脳磁図周波数トポグラフィーは等価電流双極子

推定法では解明し得なかった脳機能の解明に役立つ可能

性があると思われた。

 

 

（12）非加算誘発脳磁図の試み 

 

川勝真喜，内川義則，小谷 誠（東京電機大学） 

 

生体からの磁気信号は環境磁気ノイズに比べ，非常に

小さい。代表的なノイズは電源周波数のノイズ，背景脳

波，センサ固有のノイズ，回路のノイズなどである。こ

れらのノイズは生体磁気計測をする上で厄介な存在であ

り，良い生体磁気計測を行うためにはノイズの軽減は不

可欠である。 近注目をされている独立成分分析（ICA：

Independent component analysis）は時空間データから統計

的に独立な成分に分離する手法であり，脳磁図にも応用

が期待されている。我々はこの方法を用いて脳磁図デー

タからノイズ成分と信号成分に分けることを試みた。そ

の結果，計測データから非加算の聴覚誘発脳磁界を抽出

することに成功した。抽出された非加算の誘発成分から

は，N100m 潜時の時間的ゆらぎがあると考えられる結果

が得られた。

 

 

（13）正中神経繰り返し刺激の MEG と測定変量間の伝達関数の同定 

 

加藤健治 1，岸田邦治 1，深井英和 1，篠崎和弘 2，鵜飼 聡 2，山本雅清 2 

（1岐阜大学大学院 工学研究科 応用情報学専攻，2大阪大学大学院 医学研究科 神経機能医学講座） 

 

MEG データ解析の研究において，特定の活動部位の位

置を推定する従来の方法の 1 つとして加算平均法があ

り，脳の各部位が他の部位に対してどのような影響を与

えているかなど，高次脳における機能関連の解明がされ

ている。しかし MEG データにはあらゆる周波数の動的

情報が入り交ざっている。そこで，5Hz の正中神経繰り

返し刺激の MEG データに時間構造に基づいた独立成分

解析を用いて 5Hz の周波数に対応する独立成分を選択し

た。 

 独立成分解析より得られた行列のある行ベクトルから

得られる頭皮上分布は左脳の体性感覚野あたりにリード

フィールドと同じダイポールパターンを確認できた。さ

らに，右脳の体性感覚野あたりにダイポールパターンを

発生する行ベクトルも見出した。そこで，両者に対応す

る独立成分から戻した時系列データを作り，これに前回

紹介したフィードバックシステム論的手法を用いること

で測定変量間の伝達関数を同定した。そのインパルス応

答は左脳部位から右脳へ 10msec 内に伝わっていること

を示し，逆は 100msec 程度であった。
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（14）刺激間隔における 1/fn ゆらぎの GO/NO-GO 反応によるベータ帯域非同期化 

 

原田暢善 1，中川誠司 1，岩木 直 1，Tom Holroyd2，山口雅彦 1，外池光雄 1，守谷哲郎 1 

（1産業技術総合研究所 関西研究センター ライフエレクトロニクス研究ラボ， 
2 通信総合研究所 関西先端研究センター 柳田結集型特別グループ） 

 

聴覚刺激間隔を，1/f0 ゆらぎ，1/f1 ゆらぎ，1/f2 ゆら

ぎ，1/f ゆらぎ（一定間隔）で変動させたとき，聴覚刺

激により引き起こされる，GO/NO-GO 反応に対する刺激

間 隔の影響について検討を行った。1/fn ゆらぎのべき乗

n の値の増加ともに，MMF の二乗平均値（RMS 値） 

(F(3/24)=10.94: p=0.0001)，さらに NO-GO 反応における

左後頭チャンネル 75/76 のベータ波帯域の非同期の時間 

(F(3/24)=6.43: p=0.0024)が有意に増加することが観測さ

れた。メモリートレースの形成が，ベータ波帯域の非同

期の時間 に反映することが明らかになった。さらに後頭

チャンネルのベータ波帯域の非同期化の性質を検討する

ため，タッピング指の右から左への変更の影響を検討し

た。右から 左へ変更により，非同期化時間が NO-GO 反

応において，左後頭チャンネル 75/76 で減少，右後頭チ

ャンネル 105/106 で増加傾向を示した。一方，GO 反応に

おいては，明瞭な変化は見られなかった。以上から，

NO-GO 反応において，ベータ波帯域の非同期化時間が運

動指の影響をうけることが明らかになった。

 

 

（15）視覚・聴覚の同時刺激による聴覚 N1m 潜時の変化 

 

足立信夫，小野弓絵，小林宏史，石山敦士，葛西直子 

（早稲田大学大学院 理工学研究科 電気工学専攻 超電導応用（石山敦士）研究室） 

 

脳は感覚器から得られる複数の情報を同時に処理する

場合が多く，中でも視覚と聴覚からの情報を同時に受け，

処理する場合が多い。視覚と聴覚の同時刺激が脳内の情

報処理や伝達経路に与える影響を MEG 実験により調べ

た。視覚または聴覚刺激を個別に与えた場合，聴覚反応

のピーク潜時が視覚反応に比べて長い場合，視覚と聴覚

刺激を同時に与えると，聴覚反応のピーク潜時は短縮さ

れることが分かった。このとき，4 信号源の活動位置を

推定した結果，反応部位は個別刺激したときの反応位置

から変化しないことがわかった。また，聴覚刺激開始時

間を視覚刺激開始時間に対して徐々に遅くし，ピーク潜

時短縮の現れ方を調べた。その結果，遅延時間が 30ms

程度までは短縮がおきることが分かった。

 

 

（16）逆方向マスキングを引き起こす聴覚刺激に対する N1m 反応 

 

渡邉啓太, 川勝真喜, 内川義則, 小谷 誠（東京電機大学） 

 

音響心理学上の聴覚逆方向マスキング現象とは，音の

振幅や呈示時間の異なる二つの音が時間的に連続して存

在しているときに，先行する小さな音の処理を後続する

大きな音の処理が妨害する現象である。この現象は 初

に小さな音が実在しているにもかかわらず，聞こえにく

くなってしまうという点で非常に興味深い。今回我々は，

この逆方向マスキング現象を反映するような刺激音を用

いて聴覚誘発脳磁界計測を行った。この結果，被験者に

は聞こえていないはずの先行する非常に小さな音の処理

が，後続する大きな音の処理を妨害しているかのような

反応波形が計測され，音響心理学上の聴覚逆方向マスキ

ング現象とは矛盾する結果が得られた。
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（17）周波数変化に対する聴覚誘発脳磁界反応 

 

神本さゆり 1，今田俊明 2,4，関原謙介 3，川勝真喜 4，小谷 誠 4 

（1東京都立科学技術大学大学院 システム基礎工学専攻，2ワシントン大学 心脳学研究センタ， 
3東京都立科学技術大学 電子システム工学科，4東京電機大学） 

 

純音の周波数変化に対する聴覚誘発脳磁界反応の特性

を調べた。立上がり下がり 10ms，持続時間 600ms，周波

数が呈示開始後 300～310ms の間に線形に変化する刺激

音(A：1000=>750Hz，B：1000=>1250Hz)を用いた。刺激

音 A を 4～6 回（ランダム），続いて B を 4～6 回繰返す

A-B 系列を繰返し被験者の左耳に与えた（刺激間間隔

350-450ms ランダム）。刺激耳反対側の右側頭上における，

一つの A-B 系列内の第 1，2，3， 終回目の刺激音 A,B

の刺激開始に対する N1m，及び刺激開始後 300ms で始ま

る周波数変化に対する N1m のピーク振幅・潜時を計測し

比較した。周波数変化 N1m ピーク振幅は，同一周波数変

化の繰返・オにより減少する。A（周波数下降）と B（上

昇）に対するピーク振幅に有意差は見られなかった。周

波数変化 N1m ピーク振幅は，刺激開始 N1m ピーク振幅

に比べて有意に大きかった。

 

 

（18）小児絶対音感保持者の N100m 

 

広瀬宏之，久保田雅也，木村育美，湯本真人，榊原洋一（東京大学 医学部 小児科，同付属病院検査部） 

 

小児の絶対音感(AP)保持者 12 名および非保持者 12 名

の labeling（音名を当てる）時の聴覚誘発脳磁場を測定し

た。 (1)AP の保持に関わらず年齢が上がるにつれて

N100m の検出率が増加した。年齢依存性の聴覚系の発達

と関係した結果といえる。(2)AP 非保持者のみ課題が難

しくなるにつれて N100m の検出率が増加した。AP 非保

持者では課題が難しくなるにつれて聴覚刺激に対して喚

起される注意がより大きくなり，N100m の検出率が増大

したものと考えられた。一方，AP 保持者では課題に関わ

らず一定の注意が喚起されているため，難易度によらず

N100m が一定に出現したと考えられた。(3)AP 保持者の

方が N100m の出現率が高い傾向があったが，AP 保持の

有無と N100m の出現率の間には統計的な有意差はなか

った。(4)小児被検者では全員には N100m は計測されな

かった。機器の大きさが小児頭蓋に合致しないこと，小

児中枢神経では聴覚系が発達過程にあること，刺激呈示

間隔が約 1 秒と短かったこと等の理由が考えられた。

 

 

（19）楽譜・楽音照合課題施行時の音楽家の脳磁場活動 

 

湯本真人 1，松田眞樹 2，宇野 彰 3，伊藤憲治 4，金子 裕 5，加我君孝 6 

（東大病院検査部 1，東京芸大大学院音楽研究科 2，国立精神神経センター精神保健研究所 3 

東大医学部認知言語医学 4，国立精神神経センター武蔵病院脳外科 5，東大医学部耳鼻咽喉科学 6） 

 

音楽家が楽譜を見ながらその演奏を聴き，楽譜・楽音

の音高照合を課したときの脳活動を明らかにすることを

目的とし，音楽家 6 名を対象として本研究を行った。眼

前のスクリーンに楽譜を提示した上で，ほぼ楽譜通りの

演奏を両耳に提示し，演奏が楽譜どおりであるかどうか

に注意しながら視聴することを課題とした。刺激には記

憶や情動の影響を避けるため，未知の単旋律の無調音列

を用い，提示された全 1140 音中，150 音は音高が楽譜と

長 2 度上・下に異なっていた。Neuromag 社製全頭型 204

チャネル脳磁計を用い，提示音と楽譜との一致，不一致
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別に誘発磁場を加算平均記録した。解析は 1-20Hz の低周

波帯，25-45Hz の帯ごとにバンドパスフィルタ処理し，

均一導電率球内電流双極子モデル，BEM モデルによる

MCE 法により行った。両帯域の脳活動の様相は異なって

おり，ともに音楽情報処理における半球間機能分化を示

唆する所見を示した。

 

 

（20）Mirror Neuron Systems（MNS）は顎関節症（Temporomandibular Disorders；TMD）と関連するか？ 

 

澁川義幸 1,2，新谷益朗 2，熊井敏文 3，加藤元一朗 2,4，鈴木隆 1,2， 

ZHANG Zhen Kang5，TING Jiang5，下野正基 2，石川達也 2，中村嘉男 2,6 

（1東歯大 口科研 生理，2東歯大 口科研，3松本歯大 口腔生理， 

4慶大 精神神経，5Peking Univ.，6帝京平成大 福祉情報） 

 

MNS は，運動行動の遂行時と，実験者が行った同様な

運動行動の観察時の両者に対して活動を示し，運動行動

の遂行と観察のマッチングシステムを構成する。一方，

TMD は，顎関節・咀嚼系筋群の疼痛を主症状とする原因

不明の咀嚼系障害であり，近年になって神経機能失調と

の関連が示唆されている。今回，他者の顎運動（開口運

動）を観察することが，ヒト MNS を構成する運動関連

皮質領域を活性化するか否かを，正常成人および顎関節

症患者から脳磁場計測を用いて検索した。正常被験者（5

名）では，開口運動の観察後，視覚領野（潜時：135 ms）

と一次運動野顎顔面領域（M1mx）（潜時：280 ms）が活性

化した。顎関節症患者（3 名）では，視覚領野の活性化は

見られたが，M1mx の活性化は消失していた。この事は，

顎運動に関連するMNSの機能失調とTMDが連関してい

る事を示唆している。これらの詳細について報告する。

 

 

（21）大脳基底核運動路のネットワーク解析:加齢およびパーキンソン病 (PD)における変化 

 

岡山 晶，谷脇考恭，後藤純信，吉良潤一，飛松省三（九州大学大学院 医学研究院 脳研臨床神経生理） 

 

【目的】健常若年者で複雑手指運動課題の fMRI を行い，

基底核回路内の機能連関が自己ペース (SP)と外的ペー

ス (EP)で異なることを昨年度報告した。今回は健常老年

者，PD 患者を加えて比較検討した。 

【方法】対象は健常老年者 11 名（53-72 歳）と Yahr 2-3

度の PD 患者 10 名（53-74 歳）。左手指の複雑連続運動を

各ペース 5 段階ずつの速度 (0.5-4Hz)で行い，ブロックデ

ザインで fMRI を記録した。SPM99 を用いて信号変化率，

部位同士の相互相関を算出し，ネットワーク解析を行っ

た。 

【結果】SP では両群で被殻-視床の連関はあったが，回

路全体の連関も変化した。さらに PD では補足運動野-被

殻の連関が著明に低下していた。EP の運動前野-1 次感覚

運動野の連関は若年者と変化なかった。 

【結論】加齢や PD による変化は SP 特異的であり，PD

でより基底核回路の活動低下が示唆された。
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（22）三叉神経支配領域 CO2 レーザー刺激による痛覚誘発脳磁場に対する NMDA 受容体抑制薬の効果 

 

1松浦信幸，2澁川義幸，1一戸達也，2鈴木 隆，1金子 譲 

（1東京歯科大学歯科麻酔学講座，2東京歯科大学生理学講座） 

 

三叉神経支配領域皮膚（右側オトガイ部皮膚）に対す

る痛覚刺激による痛覚誘発脳磁場（Trigeminal-PEFs）を記

録し，塩酸ケタミンの効果を調べた。CO2 レーザー刺激

による Trigeminal-PEFs は，潜時 100, 200, 300ms にピー

ク振幅を持っていた。潜時 100ms における等価電流双極

子（ECDs）は対側二次体性感覚野に局在した。その電流

源強度と Trigeminal-PEFs の振幅は CO2 レーザー刺激強

度に依存した。鎮痛量の塩酸ケタミン静脈内投与は，疼

痛を消失させ Trigeminal-PEFs を reversible に抑制した。

 

 

（23）MEG によるてんかん発作波の解析 

 

宇留野勝久，渡辺裕貴（国立療養所 静岡神経医療センター） 

 

てんかん医療において EEG/MEG の目的は発作焦点或

いは発作起始部位の同定/推定であるが，現在 MEG につ

いては発作間欠期のてんかん波（主に棘波）の焦点をダ

イポール推定によって求めるのが主流である。一方，

MEG 検査中に発作が観察・記録される事があり，各セン

サー間の発作波起始の潜時が視察的に明らかな場合は別

として，発作波を見ても起始部位が明瞭でない場合が多

い。このような例で EEG より位置情報が保存されている

と思われる MEG で発作起始部位を推定できるのか，

FFT，相関次元，自己相関などいくつかの方法を試して

みた。

 

 

（24）MEG によるスパイクマッピングと頭蓋内脳波所見の比較 

 

金子 裕，仲間秀幸，新村 核，久保田有一，大槻泰介，岡崎光俊，有馬邦正 

（国立精神・神経センター武蔵病院 脳神経外科，臨床検査部，精神科） 

 

MEG によるスパイクマッピングを検査し，頭蓋内電極

を広範に留置した薬剤抵抗性の新皮質てんかん 9 例（男

性 2 例，女性 7 例；9-37 歳，平均 19.9 歳）。留置した電

極数は 40-126 極（平均 82.2 極）。発作時硬膜下電極脳波

から，発作起始部・早期伝播部を同定。発作間歇期棘波

が出現する領域についても求めた。これらを MEG が求

めた発作間歇期スパイクマッピングの結果と比較し，

MEG の診断を一致，重複，近傍，遠隔の 4 段階で評価し

た。発作起始部に関する診断については，一致 2 例，重

複 1 例，近傍 6 例であった。早期伝播部に関する診断に

ついては，一致 4 例，重複 5 例であった。発作間歇期棘

波域に関する診断については，一致 5 例，重複 3 例，近

傍 1 例であった。MEG によるスパイクマッピングは頭蓋

内電極によって同定された発作間歇期棘波域・早期伝播

部とも良く一致するが，発作起始部については正確に診

断できないことが多い。
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（25）統合失調症における対刺激パラダイムによる聴覚性 MEG 応答の検討 

 

加藤 隆 1，加藤元一郎 2，梅田 聡 3，村松太郎 2，秋根良英 2，新谷益朗 4 

（1井之頭病院，2慶應義塾大学 医学部 精神神経科学教室， 

3慶應義塾大学 文学部，4東京歯科大学 脳科学研究施設） 

 

【目的】paired tone 音刺激に対する聴覚性 MEG 応答で

は，統合失調症例での第一刺激に対する低周波領域

（1-20Hz）での反応の振幅の減少が報告されている。今回，

対音刺激パラダイムを用い，健常例５例と統合失調症 6

例（うち非定型抗精神病薬服用中 3 例）において周波数

別の MEG 応答を検討した。 

【方法】1000Hz paired tone（Inter Pair=500ms）に対する

AEF を健常群・非定型抗精神病薬服用中の統合失調症

群・未服薬統合失調症群の三群に分け，周波数領域ごと

に比較検討した。Filter はそれぞれ 1-24Hz（LF），14-43Hz

（HF）とした。 

【結果】健常群・未服薬統合失調症群では周波数領域ご

との振幅に有意な差を認めなかったが，非定型抗精神病

薬服用中の統合失調症群では LF における刺激第一音に

対する振幅の増加が認められた。

 

 

（26）Stroop 課題による精神分裂病研究－MEG の空間フィルタ法による解析－ 

 

川口俊介，篠崎和弘，鵜飼聡，石井良平，山本雅清，小川朝生，水野（松本）由子，吉峰俊樹，武田雅俊 

（大阪大学大学院 医学系研究科 精神医学教室） 

 

【目的】精神分裂病患者の幻聴と前頭葉機能の関連を検

討するために，幻聴をもつ分裂病患者，もたない患者，

健常被験者を用いて Stroop課題遂行時の事象関連誘発脳

磁場を MEG の空間フィルタ法により比較検討した。 

 【対象・方法】パフォーマンスに有意差のない分裂病患

者（幻聴（＋）5 名，幻聴（－）3 名），健常被験者 10 名

を用いた。被験者には検査に際し文書で同意を得た。不

適合課題提示前後の各 400msの脳内電流源密度分布を推

定し，t 検定を用いて両区間で神経活動に差がある領域を

空間的に可視化した。 

 【結果】25-60Hz 帯域で，健常群では 10 名中 8 名で課

題遂行時に前頭前野背外側部に脱同期がみられた。幻聴

のない分裂病群でも全症例で同部位で脱同期がみられた

が，t 値が小さかった。幻聴をもつ患者群では 5 名中 2

名でのみ同部位での脱同期を認め，残り 3 名では同部位

での脱同期を認めなかった。 

 【考察】分裂病患者では前頭葉機能の異常があり，特に

幻聴をもつ患者ではその程度が強いことが示唆された。

 

 

（27）統合失調症患者のしりとり課題時における前頭前野および言語関連領野の活動  

－空間フィルタによる MEG 解析－ 

 

山本雅清，篠崎和弘，鵜飼 聡，川口俊介，石井良平， 

小川朝生，水野（松本）由子，井上 健，吉峰俊樹 1，武田雅俊 

（大阪大学大学院医学系研究科，精神医学教室，1大阪大学大学院医学系研究科，脳神経外科） 

 

【目的】統合失調症患者における前頭前野皮質と言語関

連皮質との機能的連関を検討するため，単語生成課題（し

りとり）施行時の大脳皮質の賦活部位を空間フィルタに

よる MEG 解析を用いて推定した。 

 【対象・方法】統合失調症患者および健常被験者，各

14 名を用いた。すべての被験者より書面にてインフォー
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ムドコンセントを得た。安静時としりとり課題時の脳内

電流源密度分布の差を SPM にて求めた。 

 【結果】しりとり課題時に 8-25Hz 帯域で，健常者の多

くで左上側頭回後部に脱同期がみられたが，患者群では

みられなかった。また患者群のほとんどに左 DLPFC の

脱同期がみられたが，健常者群では半数にみたなかった。 

 【考察】統合失調症では前頭前野皮質と後方の言語関連

領野の機能異常が示唆された。

 

 

（28）小児における顔と視線の認知について―ERP,MEG による解析 

 

木村育美，久保田雅也，広瀬宏之，湯本真人，榊原洋一（東京大学 医学部 附属病院小児科，同検査部） 

 

小児の視線認知機構の発達は，他人の感情を理解して

ゆくことと関連すると思われる。今回私たちは高機能自

閉症スペクトラム小児 4 名（9y~12y 女児 1 名，男児 3 名）

および健常小児 6 名（8y~11y 女児 3 名，男児 3 名）を対

象に，視線方向が 1)正面 2)右向き 3)閉眼の 3 通りの単

純化した正面向き絵の顔と花の絵 (=Target)を呈示刺激

として用い，脳磁場測定と同時に脳波記録 (Pz,Oz,T5,T6)

を行った。被実験児には花の計数のみ指示した。 

結果；健常小児群では T5,T6 において明らかな

P100-N170 反応 peak を示し N170 反応該当潜時における

脳磁場の dipole は後側頭部に位置した。一方自閉症群で

は T5,T6 における P100-N170 反応の振幅が健常群よりも

小さく，脳磁場 N170m 反応も不明瞭な傾向が認められ

た。Dipole は有意でないあるいは頭頂部側に位置し，彼

らの病態との関連が示唆された。

 

 

（29）帯域ノイズの不快感（アノイアンス）に関する脳磁図計測 

 

添田喜治 1，中川誠司 1，外池光雄 1，安藤四一 2 

（1産業技術総合研究所 ライフエレクトロニクス研究ラボ，2神戸大学大学院 自然科学研究科） 

 

我々は環境の好ましさがヒトの脳活動に及ぼす影響を

知ることを目的として，点滅刺激の周期，音場の音圧レ

ベルや残響時間に対する心理的プリファレンス（好まし

さ）と脳波や脳磁図の関係を検討してきた。本研究では，

帯域ノイズの帯域幅を変化させたときの心理的不快感

（アノイアンス）に関連する脳磁図解析を行った。まず，

1000 Hz の純音と中心周波数 1000 Hz，帯域幅 0，40，80，

160，320 Hz の帯域ノイズに関して，一対比較法により

心理的アノイアンス尺度値を求めた。次に，1000 Hz の

純音を基準刺激，その他を比較刺激として一対提示し，

脳磁図計測を行った。脳磁図データの自己相関関数解析

を行い，特にそのエンベロープの減衰特性に注目し，ア

ノイアンス尺度値との関係を検討した。

 

 

（特別講演）脳におけるシンボル処理過程のモデル化－問題解決における機能部品組合せモデルの検討－ 

 

大森隆司，小川昭利（北海道大学大学院 工学研究科） 

 

脳はその瞬間に解こうとしているタスクに応じて，脳

のさまざまな部位を活性化させて，問題解決のための処

理回路を構成している。その部位がタスクによって異な

ることから，個々の部位（モジュール）は異なる機能を

持つと想定されている。ではモデルの立場から，タスク

に応じて機能モジュールを組み合わせる，さらには新し

いタスクに対してモジュールの組合せを発見するという

ことはどういうことなのか？この現象は非常に幅広いタ
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スクで共通して観測できることから，そこには高次機能

にまでつながる脳の情報処理システムの基本デザインが

潜んでいるように思える。 

 そこで本講演では，脳の機能部品組み合わせモデルが

もつ問題解決能力の探索研究について説明し，ロボット

のナビゲーションタスクにおいて「学習という処理」を

脳が獲得する過程について論じる。さらに現実の脳で見

られる電気生理的な現象や臨床行動の解釈について触

れ，それらの背後にあるであろう脳知能の設計原理につ

いて論じる。

 

（特別講演）ヒト SI 皮質内神経回路の機能的意義：体性感覚誘発脳磁場による洞察 

 

田野崎真人（東京都精神医学総合研究所 脳機能解析研究部門） 

橋本 勲（金沢工業大学 人間情報システム研究所） 

 

手指による対象の操作は直立二足歩行や言語と並んで

ヒトを特徴づける機能である。我々は，手指の運動感覚

制御に関わる脳内機構の解明がヒト脳機能の理解に重要

であるとの立場から，一連の研究を行ってきた。本講演

ではこうした研究の一部を紹介する。ヒト一次体性感覚

皮質（primary somatosensory cortex: SI）の 3b 野において，

各手指の再現領域は錐体細胞の皮質内軸索によりシナプ

ス結合している。我々は，電気標的刺激指と触覚干渉刺

激指の距離を様々に変化させることで，手指を司る 3b

皮質間の神経回路の機能的意義を検証した。また，SI の

興奮性ニューロンは，抑制性ニューロンと局所神経回路

を形成し，その活動を相互に制御している。我々は，錐

体細胞活動を反映する一次応答（N20m）と抑制性介在ニ

ューロン活動を反映する高周波振動信号（HFOs）を比較

検討することで，皮質内神経回路を構成する興奮性・抑

制性ニューロンの相互作用を検証した。こうした SI 皮質

内神経回路が体性感覚認知に及ぼす影響についても簡単

に触れたい。
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16．痛みの基礎と臨床 

2002 年 9 月 5 日－9 月 6 日 

代表・世話人：緒方宣邦（広島大学大学院 医歯薬総合研究科） 

所内対応者：柿木隆介（統合生理研究施設） 

 

（１）炎症性疼痛の分子メカニズム 

富永真琴，沼崎満子，富永知子，飯田陶子，森山朋子，冨樫和也，浦野浩子 

 （三重大学 医学部 生理学第一講座） 

（２）寒冷に対する痛覚過敏の末梢神経機構の解析 

水村和枝，高橋 賢，青山雅広，片野坂公明，佐藤 純（名古屋大 環境医研 神経性調節分野） 

（３）後根神経節電位依存性 Na チャネル，NaV1.9（NaN）の発現とその機能 

山本詳子，丸山泰司，大石芳彰，松冨智哉，鄭泰星，緒方宣邦，井上敦子 1，仲田義啓 1  

 （広島大学大学院 医歯薬総合研究科 神経生理学，1同 薬効解析科学） 

（４）脊髄鎮痛機構におけるイオントランスポーターの役割 

土肥修司，曹維安，織田章義，棚橋重聡（岐阜大学 麻酔・蘇生学） 

（５）炎症モデルラット痛覚可塑性と BDNF の作用 

吉村 恵，古江秀昌，又吉達（九州大学 医学研究院 統合生理学） 

（６）帯状疱疹後神経痛の鎮痛薬反応性 

倉石 泰，高崎一朗（富山医科薬科大学 薬学部 薬品作用学研究室） 

（７）ラット神経因性疼痛モデルにおける NFkappaB の役割 

阪上 学 1，島岡 要，井上隆弥，柴田政彦，真下 節 

（1大阪船員保険病院 麻酔科，大阪大学医学部付属病院 麻酔科） 

（８）モルヒネ耐性とモルヒネ非感受性神経因性疼痛 

植田弘師（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科） 

（９）ノシスタチンとノシセプチンによる痛覚調節機構 

伊藤誠二，芦高恵美子，南 敏明 1（関西医科大学 医化学教室，1大阪医科大学 麻酔科学教室） 

（10）侵害刺激伝達における脊髄 orexin の役割 

山本達郎（千葉大学医学研究院 麻酔学領域） 

（11）痛覚伝導に対する脊髄でのプロスタグランジンの役割 

南 敏明，土居ゆみ，村谷忠利，西澤幹雄 1 ，伊藤誠二 1 

 （大阪医科大学 麻酔科学教室，1関西医科大学 医化学教室） 

（12）神経因性疼痛モデル動物の脊髄内ミクログリアにおける p38MAPK の活性化 

井上和秀，津田 誠，重本由香里，小泉修一，溝腰朗人 1 ，高坂新一 2 

 （国立医薬品食品衛生研究所 薬理部，1九大院 薬 分子制，2国立精神神経センター 神経研究所） 

（13）覚醒サルを用いた大脳皮質侵害受容ニューロン活動解析 

岩田幸一（日本大学 歯学部 生理学教室） 

（14）腰椎椎間板ヘルニアによる腰・下肢痛の病態 －臨床の観点から－ 

矢吹省司（福島県立医科大学 医学部 整形外科） 

（15）長期に及ぶ神経因性疼痛は不安様行動，うつ様行動を誘導増強する 

鈴木高広，柴田政彦，井上隆弥，真下 節（大阪大学大学院 医学系研究科 生体機能調節医学講座） 
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（16）針電極を用いた表皮内電気刺激法による痛み関連誘発脳波および脳磁場 

乾 幸二，Tuan Diep Tran，宝珠山稔，柿木隆介（統合生理研究施設） 

（17）中枢性疼痛（視床痛）のメカニズム － 神経生理と機能画像からの考察 

平戸政史，高橋章夫，渡辺克成，佐々木富男 ，大江千廣 1（群馬大学 医学部 脳神経外科，1日高病院） 

（18）Neuroimaging による神経因性疼痛評価の試み 

牛田享宏（高知医科大学 整形外科） 

（19）末梢への侵害刺激と後根神経節における ERK のリン酸化 

野口光一（兵庫医科大学 解剖学第二講座） 

（20）遮断による変化 － 現象論とメカニズムに関する考察 

森脇克行 1，弓削孟文 2 

 （1広島大学 医学部 附属病院 麻酔科蘇生科，2広島大学大学院 病態制御医科学講座） 

（21）CRPS の発症メカニズムに関する一考察 

仙波恵美子（和歌山県立医科大学 第二解剖） 

（22）脳の次に痛みがきた－アメリカのライフサイエンス 10 ヶ年戦略 

熊澤孝朗（名古屋大学 名誉教授） 

 

【参加者名】 

熊谷幸治郎，熊澤孝朗（愛知医大），伊藤誠二（関西医大），

織田章義，棚橋重聡，土肥修司（岐阜大・医），柿村順一

（京都薬大），Ji-Hoon KIM，吉村恵（九大・医）， 平戸政

史（群馬大・医），丸山泰司，三戸憲一郎，山本詳子，緒

方宣邦，松冨智哉，森脇克行，大久保敦子，堤恵理子，

鄭泰星（広島大・医），牛田享宏（高知医大）， 柴田政彦，

真下節，鈴木高広（阪大・医），小西康信，沼崎満子，森

山朋子，村山奈美枝，東智広，飯田陶子， 富永真琴，

冨樫和也（三重大・医），山本達郎（千葉大・医）， 南敏

明（大阪医大），植田弘師（長崎大・薬），張日輝（東京

女子医大），佐藤昌子（東大・医），河西稔 （藤田保健衛

生大），岩田幸一（日大・歯），阿部郷（日本歯科大），高

崎一朗，倉石泰（富山医科薬科大），荒井至，高橋直人，

佐々木伸尚，矢吹省司（福島県立医大），野口光一（兵庫

医大）， 肥田朋子，矢島弘毅（名大・医），高橋賢，佐藤

純，小崎康子，上野朋行，水村和枝，田口徹， 田村良

子，片野坂公明（名大・環境医学研），井辺弘樹，森川吉

博，仙波恵美子，田村志宣（和歌山県立医大），井上和秀

（国立医薬品食品衛生研），坂上学（大阪船員保険病院），

南裕恵 ，澤田光平（エーザイ），伊喜文子，横山政幸，

新庄勝浩，川崎和夫，大城博行，谷口嘉奈，中川哲彦，

砥出勝雄，馬場勝広，友利公彦，檜杖昌則（ファイザー

製薬），森江俊哉，石井大輔（大日本製薬），斎藤顕宜，

鈴木知比古 （東レ），Tran Diep Tuan，王暁宏，柿木隆介，

乾幸二，秋云海，田村洋平，廣江総雄（生理研）  

 

【概要】 

分子生物学の急速な進展によってさまざまなタイプ

の侵害受容器や痛覚伝導に関与するイオンチャネルが

同定されているが，このような分析的基礎研究の成果が

ヒトにおける疼痛反応にどのように関与しているのか

という点に関してはいまだ未解明な点が多い。多種多様

な病態生理からなる痛みの制御機構や疼痛発現メカニ

ズムの解明は， 終的にはヒトを対象としたマクロ的研

究を含む多角的アプローチが不可欠である。このような

観点から，基礎および臨床の異なった立場から「痛み」

の研究に携わる方々に 新の研究成果を紹介いただき，

これらについて討論を重ね，疼痛機序の解明に向けた新

たな展開の基礎を築くことを目的として，平成 14 年 9

月 5・6 日の両日，岡崎国立共同研究機構において，「痛

みの基礎と臨床：その接点から新しい展望を探る」と題

した研究会を催した。 

研究会では 22 題の口演者に約 80 名の一般参加者を加

え，2 日間にわたって活発な討論が行われた。その内容

は基礎的研究と臨床的研究の 2 つに大別され，先ず第 1

日目には，1）痛覚受容器やイオンチャネルに関する痛

みの基礎的研究，2）炎症モデルや神経因性疼痛モデル
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などの動物モデルを用いた疼痛発現機序の解析，3）生

体内疼痛関連物質の痛覚可塑性における役割など， 新

の基礎的研究の成果が紹介された。第 2 日目には，1）

神経因性疼痛や椎間板ヘルニヤなどの病態生理，2）脳

磁図や fMRI などを用いた痛みのイメージング，3）疼痛

の発症メカニズムに関する新しい考察など，主に臨床的

立場からの発表・討議がおこなわれた。 

以上のごとく，研究会では「痛み」についてさまざま

な立場から，通常の学会では実現が困難な徹底した討論

の場を持つことが出来た。このような研究会の開催によ

って，発表・討論・懇親会を通じての研究者同士の理解

と交流が深まり，今後，互いの利点を提供し合う形での

多くの共同研究が実現できるものと期待される。

 

 

（1）炎症性疼痛の分子メカニズム 

 

富永真琴，沼崎満子，富永知子，飯田陶子，森山朋子，冨樫和也，浦野浩子  

（三重大学 医学部 生理学第一講座） 

 

炎症において，種々の炎症関連メデイエイターが感覚

神経終末での痛み刺激受容を制御することが知られてい

るが，そのメカニズムの詳細は明らかではない。そこで，

炎症関連メデイエイターの 1つである細胞外ATPのVR1

活性に対する効果を検討した。VR1 を発現した HEK293

細胞では，細胞外 ATP はカプサイシン活性化電流及びプ

ロトン活性化電流を増大させた。また，ATP 存在下では

VR1 の熱による活性化温度閾値は 42 度から 35 度に低下

し，体温でも VR1 が活性化して痛みを惹起する可能性が

示された。ATP 関連物質を用いた解析等から，細胞外

ATP は代謝型 P2Y1 受容体に作用して，phopholipase C 

（PLC）活性化・PKC 活性化を介して VR1 を制御するこ

とが明らかとなった。代謝型受容体と VR1 が PKC を介

した疼痛発生システムを形成することは，疼痛発生の新

しいメカニズムである。VR1 を発現した HEK293 細胞で

PMA によって 32P の VR1 蛋白質への取り込みの増加が

みられ，VR1 が PKC によってリン酸化することが示さ

れた。VR1 の細胞内各ドメインの GSTfusion 蛋白質を作

製して in vitro kinase assay を行い，第一細胞内ループと

カルボキシル末端細胞内ドメインが PKCe によってリン

酸化されることが明らかとなった。第一細胞内ループと

カルボキシル末端細胞内ドメインの 8 個のセリンもしく

はスレオニンをアラニンに置換した点変異体を用いた電

気生理学的な解析から，第一細胞内ループの 502 番目の

セリンとカルボキシル末端細胞内ドメインの 800 番目の

セリンが VR1の PKCe によるリン酸化に強く関与するこ

とが判明した。抗リン酸化 VR1 抗体を作製中である。 

 

 

（2）寒冷に対する痛覚過敏の末梢神経機構の解析 

 

水村和枝，高橋 賢，青山雅広，片野坂公明，佐藤 純（名古屋大 環境医研 神経性調節分野） 

 

寒冷時に慢性の疼痛が増悪する事は良く知られてい

る。その機構は末梢血管の収縮による組織酸素欠乏に帰

されていることが多く，実験的な研究は少ない。本研究

ではその末梢神経機構を明らかにするため，足根関節内

アジュバント投与により作成したラット単関節炎モデル

において次の実験を行った。1）冷却により痛覚過敏が生

じることを，1.単関節炎ラットを低温環境（22℃から 15℃

に低下させる）に曝露した時の von Frey 毛に対する逃避

反応の回数の増大，2.後肢を 25℃の水につけたときの足

振り反射回数の増大，により確認した。2）in vivo にお

いて C 線維受容器活動を記録し，皮膚冷却に反応する受

容器の反応性を解析した。冷刺激には低閾値機械受容器，

冷受容器，一部の侵害受容器がそれぞれ特徴的な反応パ

ターンを示した。皮膚温 32℃から 2℃まで 120 秒間で冷

却した時，低閾値機械受容器は 27,8℃で放電を開始し，

大放電頻度は 28-20 ℃で観察され，それ以下に温度が
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低下すると放電は減弱するという反応パターンを示し

た。正常動物と炎症動物では反応閾値温度に差はなかっ

たが，冷刺激で生じた総放電数は炎症動物で有意に増大

していた。冷受容器の冷反応には有意な差はなかった。

侵害受容器（機械侵害受容器，機械-熱侵害受容器，機械

-冷侵害受容器，機械-熱-冷侵害受容器）のうち冷却に反

応するものの割合が，正常動物では侵害受容器の 14％

（2/14 受容器）に過ぎないのに対し，炎症動物では 50％

（9/18 受容器）へと有意に増大していた。閾値は約半数が

10℃以下であった。行動実験で冷痛覚過敏が見られた温

度域で冷反応が増大していた低閾値機械受容器は，健常

状態では侵害受容へ関与しているとは考えられていな

い。炎症時にはそれが変化している可能性が示唆された。 

 

 

（3） 後根神経節電位依存性 Na チャネル，NaV1.9（NaN）の発現とその機能 

 

山本詳子，丸山泰司，大石芳彰，松冨智哉，鄭泰星，緒方宣邦，井上敦子 1，仲田義啓 1  

 （広島大学大学院 医歯薬総合研究科 神経生理学，1同 薬効解析科学） 

 

後根神経節（DRG）細胞には 7 種類の電位依存性 Na

チャネルが発現しており，これらは侵害情報を含む様々

な感覚信号の伝搬に役割を分担している。このうち小型

DRG 細胞に特異的に発現する NaV 1.8（SNS）は，TTX

非感受性で侵害受容に重要な役割を担っている。NaV 1.8 

に加えて，新規 TTX 非感受性 Na チャネルである可能性

が示唆される NaV 1.9 遺伝子が同定され，この Na チャ

ネルも痛覚伝搬への関与が考えられている。 近まで

NaV 1.9 は機能発現が成功せずその性質は不明であった

が，私達は NaV 1.8 ノックアウトマウスを用いることに

より NaV 1.9 電流を分離同定することに成功した。本研

究会ではNaV 1.9 の発現と機能に関連するいくつかの興

味ある結果について報告する。記録された NaV 1.9 電流

は他の Na チャネルと比較して著しく遅いカイネティク

スを持つ“persistent”な電流であり，活性化閾値が約 20mV

過分極側へシフトしていた。さらに通常のパッチクラン

プ法では，時間経過と共に電流量が数十倍に増加し，そ

の後初期の大きさに戻るという特徴的な現象が観察され

た。この現象は ATP などの細胞内機能分子をパッチ電極

内に補うことや細胞内環境に影響を与えないナイスタチ

ン法による記録により抑制された。また電流記録を行っ

た細胞の細胞質を採取し Single-cell RT-PCR 法により単

一細胞での NaV 1.9 mRNA 発現を検討した結果，mRNA

は発現しているにもかかわらず電流が記録されなかった

細胞も多数観察された。以上のことから，1）NaV 1.9 は

それ自身が直接に活動電位を担うのではなく，閾値下で

細胞の興奮性を制御している，2）細胞内情報伝達系の変

化が NaV 1.9 電流量の著しい変化を引き起こす，3）

mRNA への転写後，チャネルとして機能するまでの過程

に何らかの調節機構が存在する，などの可能性が考えら

れた。これらの性質は，神経線維における興奮性の亢進

や神経損傷に伴うチャネルの異常発現などを含む痛覚伝

導系の可塑的変化に関連しており，NaV 1.9 が神経因性

疼痛などの病的な痛みの発現に重要な役割を果たしてい

る可能性を示唆する。 

 

 

（4）脊髄鎮痛機構におけるイオントランスポーターの役割 

 

土肥修司，曹維安，織田章義，棚橋重聡（岐阜大学 麻酔・蘇生学） 

 

脊髄は疼痛受容機構において重要な役割を担ってお

り，局所麻酔薬などの Na+チャネル作動薬，オピオイド，

α2-アドレナリン受容体アゴニストなどが，鎮痛目的で脊

髄クモ膜下腔や硬膜外腔に投与されている。しかし，

Na+-K+ATPase などのイオントランスポーターが脊髄鎮

痛機構にいかなる影響を与えるか明らかではない。私ども

は Na+-K+ATPase（Na+ポンプ）阻害薬のウアバインは脊髄

レベルでの強い鎮痛作用をもつ（Anesthesiology,1999）こ
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とを見出したので，腰部脊髄くも膜下腔に微小カテーテル

を留置したラットモデルで，侵害熱刺激に対する潜時 

（Tail flick latency;TFL）から，ウアバインや Na+-H+ 

antiporter と α2-アドレナリン受容体アゴニストや局所麻

酔薬の相互作用を検討した。Na+-H+ antiporter のアミロラ

イドは脊髄レベルで著明な鎮痛作用をきたすが，フロセ

ミドによる Na+-K+-2Cl- cotranspoter の遮断ではそのよう

な作用はなく，高濃度では hyperalgesia の状態となった。

リドカインによる Na+チャネルのブロックによっては

Na+-H+ antiporter a+ -K+-2Cl- cotranspoter の作用は影響を

受けないことを観察ウアバインはもモルヒネ，クロニジ

ン，ネオスチグミンとは相乗効果を示し，これはアトロ

ピンによって拮抗されることから，アセチルコリンの遊

離を介したのもであうことが示唆された。K+ATP チャネ

ルの脊髄鎮痛効果は α2-アドレナリン受容体アゴニスト

で増強し，ANa+- K+ATPase 阻害の効果は α2-アドレナリ

ン受容体アゴニストや ACh 作動薬カルバコールで増強

するので，脊髄疼痛制御機構に於けるイオントランスポ

ーターの役割は，イオンチャネルや脊髄 ACh 受容体を介

した複雑なものであることが示唆された。 

 

 

（5）炎症モデルラット痛覚可塑性と BDNF の作用 

 

吉村 恵，古江秀昌，又吉達（九州大学 医学研究院 統合生理学） 

 

炎症に伴って痛覚過敏とアロディニアが起こることは

よく知られているが，その発生には末梢性の感作と脊髄

後角での可塑的な変化が考えられる。そこで，CFA 炎症

ラットの脊髄スライスおよび in vivo 標本からのパッチ

クランプ記録法を用い，末梢および脊髄内での感覚情報

伝達の変化を検討した。CFA 投与後 7 日～10 日目のラッ

ト脊髄スライス標本からパッチクランプ記録を行い，後

根誘起のシナプス応答を解析し，膠様質細胞に入力する

感覚神経の同定を行った。その結果，正常ラットでは Ad

線維と C 線維からの入力がほとんどで，Ab 線維からの

入力は約 5％の細胞でのみみられ，かつ多シナプス性で

あった。ところが，炎症ラット脊髄では約 40％の細胞が

Ab 線維からの単シナプス性の入力を受けており，Ad 線

維からの単シナプス性の入力は減少していることが明ら

かになった。次いで，この可塑的変化がどのような機序

で誘起されるかを，炎症から 1 日～2 日目のラットを用

い，in vivo パッチクランプ法によって解析した。膠様質

細胞から記録を行うと，mEPSC に加えて TTX 感受性の

振幅の大きな EPSC が観察された。また，この自発性の

EPSC は炎症部位に NSAIDs を塗布する事によって減弱

した。これらの結果から，炎症初期においてはプロスタ

グランディンによって神経終末が感作され，自発発火が

惹起されていることが示唆された。更に，末梢の炎症に

伴って NGF が産生され，DRG に輸送され BDNF の産

生を促すことが知られている。産生された BDNF は感覚

回路の可塑的変化と何らかの関連があることが示唆され

ているため，炎症初期における BDNF の作用を脊髄スラ

イス標本を用いて検討した。BDNF は正常ラットではほ

とんど作用を示さなかったが，炎症初期では mEPSC の

振幅を変えることなしにその頻度を増加した。また，炎

症後時間がたつと正常と同様，BDNF による変化は観察

されなかった。以上の事から，炎症初期においては末梢

神経の感作によって自発性の発火が増大すると共に，

BDNF の産生が起こり末梢神経の中枢端に働き，グルタ

ミン酸の放出を増大させていることが示唆された。これ

らの炎症初期における変化が軸索発芽とどのような関連

があるかは未だ不明であるが，今後この点を明らかにし

ていく必要がある。 
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（6）帯状疱疹後神経痛の鎮痛薬反応性 

 

倉石 泰，高崎一朗（富山医科薬科大学 薬学部 薬品作用学研究室） 

 

アスピリン様薬は，急性期帯状疱疹痛に対しては有効

であるとする報告が多いが，帯状疱疹後神経痛に対して

は無効である。帯状疱疹後神経痛にオピオイドが使用さ

れることはないが，神経因性疼痛に対しては無効あるい

は効力が弱いことが理由の一つである。本研究ではこれ

らの原因について検討した。単純ヘルペスウイルス 1 型

（HSV- 1）をマウスに経皮接種すると，接種後 5 日目か

ら，接種側に帯状疱疹様皮疹と疼痛様反応（急性帯状疱

疹痛）を生じた。約半数のマウスでは皮疹治癒に伴い疼

痛様反応も消失したが，残りの約半数では皮疹治癒後も

疼痛様反応（遅延性帯状疱疹後痛）が長期間持続した。

Diclofenac sodium（10,30 mg/kg,i.p.）は，接種後 6 日目の

疼痛様反応を用量依存的に抑制した。用量 100 mg/kg の

抑制作用は 30mg/kg とほぼ同程度であった。一方，皮疹

治癒後も疼痛様反応が消失しなかったマウスの疼痛様反

応に対して diclofenac sodium（30 mg/kg）が全く影響を及

ぼさなかった。HSV- 1 接種後 5 日目に，後根神経節中の

非感染神経に COX-2 が発現誘導され，後根神経中の

PGE2 濃度が増加した。一方，皮疹治癒後も疼痛様反応

が消失しなかったマウスの後根神経節中では，COX-2 

mRNA の増加が観察されなかった。遅延性帯状疱疹後痛

に PG 類が重要な役割を演じていないことが，diclofenac 

が無効であることの一因であろう。Morphine hydrochlo- 

ride（1～5mg/kg,s.c.）が，HSV- 1 接種後 6 日目の疼痛様

反応を用量依存的に抑制し，5mg/kg でほぼ完全な抑制作

用が観察された。Morphine は，遅延性帯状疱疹後痛も抑

制したが，効力と作用持続が明らかに減弱した。健常マ

ウスおよび遅延性帯状疱疹後痛を示さなかったマウスに

比較して，遅延性帯状疱疹後痛を示したマウスの脊髄後

角では，オピオイド µ-受容体が明らかに減少した。これ

が，morphine の効力減弱の一因であろう。 

 

 

（7）ラット神経因性疼痛モデルにおける NFkappaB の役割 

 

阪上 学 1，島岡 要，井上隆弥，柴田政彦，真下 節 

（1大阪船員保険病院 麻酔科，大阪大学医学部付属病院 麻酔科） 

 

近年，炎症性サイトカインの多くが利用する細胞内情

報伝達分子，NFkappaB（nuclearfactor kappaB）が神経因

性疼痛の成立，増悪に関与しているという報告が散見さ

れる。本研究では神経損傷後の慢性疼痛の動物モデルと

して L5 脊髄神経絞扼ラットを用い，NFkappaB 抑制が

疼痛行動に与える影響を検討した。NFkappaB の結合部

位に特異的な 2 本鎖 DNA を合成し，Decoy 型核酸とし

て神経絞扼部位に遺伝子導入することで神経損傷後の局

所の NFkappaB 抑制を試みた。さらに痛覚過敏に対する

効果について検討を加えた。方法：ラット脊髄神経絞扼

モデルを Chung らの方法に基づいて作成した。SD 系雄

性ラット 20 匹を次の 2 つのグループに分類した。（1）

NFkappaB Decoy 群，10 匹。（2）Scramble Decoy 群，10 

匹。Thermal hyperalgesia は後肢足底への輻射熱刺激に対

する逃避潜時で評価した。測定は神経絞扼後 1,3,5,7,10,14 

日に行った。DS（differential score）は絞扼側と非絞扼側

の逃避潜時の差で評価した。NFkappaB Decoy,Scramble 

Decoy は HVJ-liposome 法で神経絞扼直後に神経絞扼部位

に導入した。結果：脊髄神経絞扼後 NFkappaB decoy を神

経絞扼部位に遺伝子導入した群では3日目より14日目ま

で Scramble decoy 群に比べ Thermal hyperalgesia を抑制し

た。 
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（8）モルヒネ耐性とモルヒネ非感受性神経因性疼痛 

 

植田弘師（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科） 

 

痛みは様々な病気に伴い生ずる「侵害性の症状」であ

るが，慢性疼痛はもはや「症状」という範囲を超え「痛

みそのものが病気」であると言われるようになった。痛

みは新たな病気や痛みを生ずる，いわば悪循環の典型で

ある。「痛みは我慢すべきものでなく適切に治療すべき

ものである」という 近の考え方はこうしたところから

来ているのかも知れない。モルヒネは数千年以上も前か

ら「鎮痛薬」を超え，「心を癒すもの」として用いられて

きたが，これは「痛み」が単なる「症状」を超えた存在

であることと対比すると興味深いものがある。さて，こ

の万能のモルヒネにも弱点がある。それは耐性形成であ

り，モルヒネに抵抗性の神経因性疼痛である。前者は経

口剤型の開発された現在，適正使用さえ行っていれば臨

床的に問題なしと言われているが，癌終末期における多

量投与時については決してその限りではない。後者の場

合，同じ癌でも神経傷害などを伴う場合にはモルヒネに

抵抗性になる。従って，この二つの課題こそ痛み治療の

第二世代とも言うべきものである。モルヒネ耐性の分子

基盤を研究する手法として 3 つのものがある。第一には

単一細胞レベルで観察される急性の脱感作である。これ

には 近エンドサイトーシスとの関連で注目されてお

り，我々はさらに C- キナーゼ活性との関連で in vitro と

in vivo との分子基盤の橋渡し研究を展開している。第二

には同じ単一細胞レベルでの応答でも CREB や MAP キ

ナーゼの働きを介した遺伝子発現調節などが論議されて

いる。第三には神経回路の可塑性を介するもので，特に

アンチオピオイド神経系の働きが注目されている。我々

は NMDA やノシセプチン受容体機構の関与との関連で

新たな展開を行っている。一方神経因性疼痛との関連で

は坐骨神経傷害後の疼痛過敏応答はモルヒネに抵抗性で

あり，そのメカニズムに疼痛伝達侵害神経のモダリティ

ースイッチがあることを見出している。新たな遺伝子発

現や神経細胞と脱髄現象との関連を含めた神経生物学的

アプローチを目指して研究を展開し始めている。 

 

 

（9）ノシスタチンとノシセプチンによる痛覚調節機構 

 

伊藤誠二，芦高恵美子，南 敏明 1（関西医科大学 医化学教室，1大阪医科大学 麻酔科学教室） 

 

髄腔内投与したノシセプチン／オーファニン FQ 

（Noc/OFQ）は痛覚過敏反応とアロディニアを誘発する。

我々は，ウシ Noc/OFQ 前駆体蛋白質上に Noc/OFQ の痛

覚反応を抑制する生理活性ペプチドを発見し，ノシスタ

チンと名づけた。Noc/OFQ 前駆体は 2 つの相反する痛

覚作用をもつペプチドが存在するユニークな蛋白質であ

る。脊髄において低濃度の Noc/OFQ は痛覚反応を増強さ

せるのに対し，高濃度の Noc/OFQ は鎮痛作用を示す。ノ

シスタチンは低濃度の Noc/OFQ の作用に拮抗したが，高

濃度の鎮痛作用には拮抗しなかった。濃度によって異な

る Noc/OFQ の作用がいずれもクローニングされた

Noc/OFQ 受容体を介しているかどうかを明らかにする

ために，選択的 Noc/OFQ 拮抗薬 JTC- 801 を用いて検討

した。ノシスタチンの Noc/OFQ に対する拮抗作用と一致

して，JTC- 801 は低濃度の Noc/OFQ の痛覚増強反応を濃

度依存的に抑制したが，高濃度の鎮痛作用には効果がな

かった。以上の結果は，低濃度の Noc/OFQ の作用は

Noc/OFQ 受容体を介する作用であるが，高濃度の

Noc/OFQ の作用はクローニングされた受容体を介さな

い作用と考えられる。JTC-801 はホルマリンの炎症性疼

痛や神経因性疼痛にも効果を示したことから，Noc/OFQ

が痛覚反応に多様に関与していることが示唆された。

Fluorescence resonance energy transfer（FRET）を用いた

Noc/OFQとノシスタチンの産生機構の解析のアプローチ

についても合わせて発表する。 
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（10）侵害刺激伝達における脊髄 orexin の役割 

 

山本達郎（千葉大学 医学研究院 麻酔学領域） 

 

Orexin-A，orexin-B は視床下部に存在する睡眠のサイ

クルや摂食行動を制御するペプチドである。Orexin は

orexin-1 と orexin-2 受容体を介してその作用を発揮する。

Orexin-A は orexin-1 及び orexin-2 受容体に結合し，

Orexin-B は orexin-2 受容体に結合する。 近，orexin は

視床下部から脊髄後角細胞の C-fiber へ直接投射してお

り，しかも脊髄後角細胞にも orexin が発現していること

が報告された。また，orexin-A を全身投与すると鎮痛効

果があることも報告され，orexin が侵害刺激伝達に重要

な役割を担っていることが示唆されてきている。今回は，

ラット髄腔内へ orexin を投与し，その鎮痛効果を検討し

たので報告する。Hot plate test,formalin test,carrageenan test 

では，orexin-A を投与すると投与量依存性に鎮痛効果が

得られたが，orexin-B を投与しても鎮痛効果は得られな

かった。また，hot plate test,formalin test における orexin-A

の鎮痛効果は， orexin-1 receptor antagonist である

SB-334867 の前処置により完全に拮抗された。従って，

orexin-A の鎮痛効果は orexin-1 receptor を介した効果で

あり，orexin-2 receptor は鎮痛効果発現には関与しないこ

とが示唆された。また，formalintest において orexin-A を

投与すると脊髄後角の laminae I-II における Fos 蛋白発現

が抑制された。このことより，orexin-A は脊髄後角への

侵害刺激入力を抑制することが示唆された。Seltzer model

においても，orexin-A により mechanical allodynia の程度

が投与量依存性に抑制された。以上述べてきたとおり，

各種疼痛モデルのいずれにおいても，orexin-A が脊髄後

角における侵害刺激伝達に重要であることが示された。 

 

 

（11）痛覚伝導に対する脊髄でのプロスタグランジンの役割 

 

南 敏明，土居ゆみ，村谷忠利，西澤幹雄 1 ，伊藤誠二 1 

 （大阪医科大学 麻酔科学教室，1関西医科大学 医化学教室） 

 

プロスタグランジン（PG）が末梢の炎症部位での発痛

に関与することはよく知られている。今回，脊髄におけ

る PG の痛覚伝導に対する役割について検討した。脊髄

腔内投与の PGE2 および PGF2α は非侵害性触覚刺激に

対してアロディニアを惹起し，それぞれ EP1-/-および 

FP-/-マウスではアロディニアは出現しなかった。侵害性

熱刺激に対して，脊髄腔内投与の PGE2 は広範囲の用量

で痛覚過敏反応を引き起こし，高用量は EP2 受容体を，

低用量は EP3 受容体を介して痛覚過敏反応を惹起した。

プ ロスタサイクリン受容体（IP）作動薬の cicaprost を

脊髄腔内投与し，侵害性熱刺激または非侵害性触覚刺激

を加えても効果を示さなかった。一方，カラゲニンによ

る炎症性刺激に対して，脊髄の IP mRNA が誘導され，脊

髄腔内投与の cicaprost は痛覚過敏反応を引き起こした。 

 

 

（12）神経因性疼痛モデル動物の脊髄内ミクログリアにおける p38MAPK の活性化 

 

井上和秀，津田誠，重本由香里，小泉修一，溝腰朗人 1，高坂新一 2  

（国立医薬品食品衛生研究所 薬理部，1九大院 薬 分子制，2国立精神神経センター 神経研究所） 

 

Mitogen-activated protein kinase（MAPK）ファミリーは，

細胞増殖・分化のシグナルとして主要なタンパク質キナ

ーゼカスケードであるが，中枢神経系においても神経お

よびグリア細胞の生理反応に重要な役割を演じている。

近，一次知覚神経に痛覚刺激を加えることで，脊髄後

角第一層神経細胞特異的に MAPK ファミリーの一つで
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ある extracellular signal- regulated kinase（ERK）のリン酸

化型が出現し，リン酸化型 ERK の抑制により痛み行動が

減弱されることが報告され（Ji et al. Nat.Neurosci.2:1114, 

999），痛みと MAPK ファミリーの関連性が注目されて

いる。そこで今回我々は，MAPK ファミリーの ERK と

p38MAPK に注目し，ヒトの難治性疼痛のモデルとされ

ている神経因性疼痛モデルの脊髄後角におけるリン酸化

型ERKおよび p38MAPKの発現変化とアロディニア発症

におけるその役割を検討した。 

【結果】ラットの左側 L5 脊髄神経を強くしばり，末梢

端を切断した。その後ラットは著明なメカニカルアロデ

ィニアを呈し始め，約 2 週目をピークとした。この時間

経過と一致して，術側脊髄後角内の p38MAPK 活性化が

著明となった。一方， ERK1/2 MAPK 活性化は認められ

なかった。p38MAPK 活性化が陽性となった細胞のほと

んどは OX42（ミクログリアのマーカー）でのみ陽性と

なり,GFAP（アストロサイトのマーカー）や NeuN（神経

細胞のマーカー）では染色されなかった.p38 活性化阻害

剤 SB203580 の髄腔内投与によりアロディニアの程度は

著明に抑制された。 

【結論】以上の事実により，神経因性疼痛の発生に脊髄

後角内のミクログリア活性化が非常に重要な役割を示し

ていることが示唆された。我々は既に細胞外 ATP が ATP 

受容体を介してミクログリアを活性化し，ケモタキシス

やサイトカイン放出を引き起こすことを報告している。

今回のミクログリア活性化にも ATP がキー分子として

機能しているものと推測しているが，どこからその ATP

が放出され，どのように作用するかについては現在鋭意

検討中である。 

 

 

（13）覚醒サルを用いた大脳皮質侵害受容ニューロン活動解析 

 

岩田幸一（日本大学 歯学部 生理学教室） 

 

これまでに，我々は麻酔動物および覚醒動物の前帯状

回（ACCX）および大脳皮質第一次体性感覚野（SI）の

痛覚受容機構について研究を進めて来た。その結果，

ACCX から検出される侵害受容ニューロンのほとんどは

NS ニューロンで，Noxious－tap ニューロンが少数検出さ

れたのに対し，SI から検出される侵害受容ニューロンの

ほとんどは WDR ニューロンであるのに対し，NS ニュー

ロンは少数検出されるのみであった。また，両領域に分

布侵害受容ニューロンは受容野の広さなども非常に異な

り，様々な点で違った性質を有することが明らかになっ

た。本シンポジウムでは，麻酔動物の前帯状回および第

一次体性感覚野の侵害受容ニューロンに関する研究結果

を簡単に紹介し，さらに，熱刺激弁別課題を訓練した覚

醒サルに関して，両領域に分布する侵害受容ニューロン

の反応とサルの行動との関係について述べることにす

る。図 1 に示したような課題を用いて，顔面皮膚上に設

置したプローブを介して与えられた温度刺激強度を弁別

することができるようにサルを訓練し，ACCX および

SI から神経細胞活動を導出し，両領域に分布する痛覚受

容ニューロンの性質について詳細に検討を加えた。その

結果，ACCX に分布する痛覚受容ニューロンは受容野が

非常に広く，全身の体幹皮膚に及ぶものも検出されたが，

SIの痛覚受容ニューロンは顔面の比較的限局した領域に

受容野を持っていた。また，ACCX の痛覚受容ニューロ

ンは痛み刺激強度増加と共に活動性を増すにもかかわら

ず，痛み刺激強度変化弁別速度とは関係しなかった。こ

れに対し SI の痛覚受容ニューロン活動は刺激強度弁別

速度と有意な相関を有していた。さらに，どちらの領域

の痛覚受容ニューロンも，サルが注意を痛覚刺激から光

り刺激に移動するとその活動性を低下した。また，ACCX

に分布する痛覚受容ニューロンはサルが疼痛刺激から逃

避するときに非常に高い反応性の増加を示した。以上の

結果から，ACCX は痛みの emotional な局面を，SI は

discriminative な局面を担っている可能性が示された。ま

た，両領域に分布する多くの侵害受容ニューロンは注意

の移動により反応性を変化させたことから，両領域とも

痛みの attentinal な局面に関与する可能性が示された。ま

た， 近我々は神経損傷後に起こる異常疼痛の原因を解

明するために，これまでと同様の課題を訓練したサルの

顔面皮膚にキャプサイシンを塗布し，可逆的な痛覚過敏

モデルサルを作成した。 後に，このサルの異常疼痛の

神経機構研究に対する有用性についても考察したい。 
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（14）腰椎椎間板ヘルニアによる腰・下肢痛の病態 －臨床の観点から－ 

 

矢吹省司（福島県立医科大学 医学部 整形外科） 

 

【目的】無症候性の椎間板ヘルニアが，40-70％に認めら

れることが報告されている。この事実は，椎間板ヘルニ

アの存在自体が，また椎間板ヘルニアによる神経根圧迫

のみが，腰・下肢痛の病態ではないことを示している。

われわれは，椎間板髄核のもつ化学的因子に注目し，椎

間板ヘルニア・モデルを作成して基礎的研究を行った。

また，椎間板ヘルニア臨床例では MRI を撮像して臨床的

検討を行った。以上の結果から椎間板ヘルニアによる

腰・下肢痛の病態を明らかにすることを目的とした。 

【対象と方法】基礎的研究：雌 SD ラットを用いた。尾

椎椎間板から採取した髄核を第 5 腰神経根上に投与した

群をヘルニア群とし，同量の筋肉片を投与した群を対照

群とした。これら 2 群において，1）DRG の endoneurial 

fluid pressure（EFP）の測定，2）DRG と足底の血流の測

定，および 3）脊髄後角ニューロンにおける異常放電の

測定を行った。臨床的研究：片側の下肢痛を有する腰椎

椎間板ヘルニア 28 例を対象とした。対照群として腰痛

症の 9 例を用いた。これら 2 群において MR myelography

を撮像し，第５腰神経根（L5 根）と第 1 仙骨神経根（S1

根）の DRG の輝度値と 大横径を計測した。 

【結果】基礎的研究：1）DRG の EFP はヘルニア群で有

意に高値であった。2）処置側の DRG と足底の血流は，

反対側や対照群に比して有意に低下した。3）ヘルニア群

では，足底侵害刺激によって脊髄後角ニューロンにおけ

る異常放電が認められた。この異常放電は抗 TNF 抗体に

よって抑制された。臨床的研究：ヘルニア群では，罹患

神経根の DRG は反対側や対照群に比して有意に輝度値

が高く， 大横径も大きかった。 

【結語】腰椎椎間板ヘルニアでは，罹患神経根の DRG

にはコンパートメント症候群が惹起され，これによって

腰・下肢痛を起こしているものと思われる。 

 

 

（15）長期に及ぶ神経因性疼痛は不安様行動，うつ様行動を誘導増強する 

 

鈴木高広，柴田政彦，井上隆弥，真下 節（大阪大学大学院 医学系研究科 生体機能調節医学講座） 

 

近年，さまざまな痛みを解明するために，種々の疼痛

モデルを用いた研究がおこなわれている。しかし，その

ほとんどは刺激に対する回避行動をみるものであり，痛

みの一部を見ているに過ぎない。そこでわれわれは，神

経損傷後マウスを用いて，抗うつ薬の開発に広く用いら

れている強制水泳試験や明暗箱実験などを行い，神経損

傷後の疼痛行動と情動行動を経時的に観察した。疼痛行

動は手術 3 日後よりみられたのに対して，情動行動の変

化には数週間を要した。また，抗うつ薬による効果は，

その種類によって疼痛行動と情動行動に差が見られた。

臨床においては痛みの情動的側面が治療上大きな問題で

あるので，この研究は，疼痛研究の新たな方向性として

重要だと考えている。今回我々は第 5 腰神経結紮モデル

マウスを用いて情動行動の変化を調べた。 

【方法】8～10 週令，雄，C57Bl/6 マウスを用い，ハロセ

ン麻酔下にて6－0シルクを用いて第5腰椎神経結紮を行

った（結紮群）。対照群では神経の露出のみで創を閉じる。

痛覚異常確立の確認には von Frey テスト，プランターテ

ストを用いた。情動行動の観察はオープンフィールドテ

スト，明暗実験箱，高架式十字迷路（以上不安・恐怖の

指標），強制水泳試験（絶望の指標）にて行った。 

【結果】痛覚過敏反応は術翌日より明らかとなり，以後

3 ヶ月間は確認できた。神経結紮 1 ヶ月後，情動行動の

異常が明確となり，オープンフィールドテストでは全行

動距離に変化は認めないが，結紮群で壁側滞在時間が増

加した。明暗実験箱では暗側の滞在時間が増加し，高架

式十字迷路ではオープンアームへの進入回数および滞在

割合が低下した。強制水泳試験では無動時間が増加した。

次に上記反応が薬物投与で変化するかどうかを調べるた

めにノルアドレナリン再取込阻害薬であるデシプラミ

ン，SSRI であるパロキセチン（いずれも抗うつ薬）を測

定開始 30 分前に腹腔内投与した。パロキセチン投与で痛
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覚異常の改善は認められなかったが，情動行動異常は改

善した。デシプラミン投与では痛覚異常を中等度改善し

たが，不安・恐怖行動の改善は認められなかった。強制

水泳試験において無動時間は短縮された。 

【結語】今回我々は慢性疼痛患者にしばしば認められる

情動異常が神経結紮マウスにおいても発症する事を証明

した。疼痛以上行動出現に遅れて情動行動の変化が認め

られた。第 5 腰神経結紮によって活動性は低下しないが，

情動行動の変化は認められ，すなわち今回のモデルによ

り出現する神経因性疼痛は脊髄レベルの変化のみならず

さらなる上位中枢へ変化を及ぼすことが強く疑われた。

この研究は，疼痛研究の新たな方向性として重要だと考

えている。 

 

 

（16）針電極を用いた表皮内電気刺激法による痛み関連誘発脳波および脳磁場 

 

乾 幸二，Tuan Diep Tran，宝珠山稔，柿木隆介（統合生理研究施設） 

 

我々はヒト皮膚 A-delta 線維の選択的刺激法として表

皮内電気刺激法（ES）を開発した。長さ 0.2mm の針電極

を表皮内に刺入し 0.1- 0.3mA の弱い電流で刺激する方法

で，表皮内に位置する自由神経終末を選択的に興奮させ

ることができる。ES 法を用いて，手背刺激による誘発脳

電位および脳磁場を記録した。13 名全ての被験者におい

て両側半球から明瞭な磁場初期成分が記録され，その頂

点潜時は刺激対側 156ms，同側 171ms であった。従って

両側反応であり刺激同側の反応が約 15ms 遅れる。初期

磁場成分の信号源は 8 名で両側 Sylvius 裂上壁もしくは

底部（SII/inusula）に推定された。残りの 5 名では SII/insula

の活動に加え，これとほぼ平行する刺激対側第一次体性

感覚野（SI）の活動が認められた。SI，SII/insula の頂点

潜時はそれぞれ 161ms，158ms であった。次に Sylvius 裂

周辺に推定される活動が単一信号源ではなく SII と島の

活動が混在したものである可能性を検討するために，

Sylvius 裂周辺に二つの信号源を想定して多信号源解析

を行った。一つの信号源は常に Sylvius 裂 後部上壁に推

定され，SII に相当する位置にあった。もう一つの信号源

は SII の信号源より前方，内側にあり，前－中部島の上

縁付近に位置した。両者の活動には立ち上がり，頂点潜

時に差が認められなかった。誘発脳電位では，陰性（N1）

－陽性（P1）からなる電位変化が頭頂部で記録された。

それぞれの頂点潜時はおよそ 200 と 300ms であり，磁場

初期成分より遅れて出現する。以上の結果より痛覚誘発

初期反応は時間的にオーバーラップする SI，SII，島の活

動からなると考えられた。一方 N1- P1 の潜時ではこれら

とは異なる部位の活動が存在すると考えられた。 

 

 

（17）中枢性疼痛（視床痛）のメカニズム － 神経生理と機能画像からの考察 

 

平戸政史，高橋章夫，渡辺克成，佐々木富男，大江千廣 1（群馬大学 医学部 脳神経外科，1日高病院） 

 

中枢性疼痛（視床痛）例において，視床腹中間核，髄

板内核群（正中中心核），小細胞性腹尾側核を中心とした

定位的視床手術を行ない，術中微小電極法により視床神

経活動を電気生理学的に直接捉えると共に，術前 PET ス

キャンによる局所脳代謝，脳血流測定から神経活動を間

接的に捉え，中枢性疼痛の病態発生機序，病態生理を検

討した。視床の神経活動については，単一スパイク放電

を含む背景活動電位，末梢適刺激に対する感覚反応（反

応部位，受容野）等を電気生理学的に記録解析し，PET 

study では，術前に 18FDG 静注法，C15O2 持続吸入法に

より脳内各構造の安静時局所脳糖代謝率，局所脳血流を

測定すると共に，疼痛側正中神経電気刺激，拇指 brushing

時の局所脳血流変化を測定した。視床感覚核神経活動の

解析では，同部神経活動保存例において自発発射活動の

不均一性，運動感覚反応部位局在の変化，多発，両側反

応，不規則なバースト放電頻発などの機能変化が，神経

活動低下例において内側視床，視床感覚核底部活動の残

存，亢進，不規則なバースト放電頻発などの機能変化が
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見いだされた。PET study は，ほぼ全例において安静時局

所脳血流，局所脳糖代謝が病変同側（患側）皮質感覚野，

視床で低下していたが，疼痛側拇指 brushing 時に患側皮

質感覚野で局所脳血流増加を認めた例では，術中，視床

において末梢自然刺激に対する反応が直接捉えられ，視

床手術も比較的効果的であった。又，正中神経電気刺激

により視床感覚核底部で局所的な血流の増加を認めた例

では，同部において電気的にも活動上昇が認められ，さ

らに，視床における不規則なバースト放電頻発例で，同

側皮質運動野での局所糖代謝の増加，糖代謝と酸素代謝

の解離が認められた。中 枢性疼痛例では視床感覚核にお

ける機能構築の再編成，末梢神経刺激に対する過剰反応

や，大脳皮質中心溝部における感覚受容変化などが疼痛

出現の大きな要因となっていると考えられる。 

 

 

（18）Neuroimaging による神経因性疼痛評価の試み 

 

牛田享宏（高知医科大学整形外科） 

 

【対象および方法】自発痛やアロデニアをもつ神経因性

疼痛患者 19 名およびボランティア 22 名を対象とした。

SPECT を用いた研究の方法は，脊髄視床路が終末する視

床について，症状と反対側の視床の集積を症状側の集積

で除した値を uptake index としてその値と痛みの強さ，

罹病期間および治療に伴う変化について調査した。また，

fMRI による研究はアロデニアの部位に非侵害皮膚刺激

を加えて痛みが励起されたときに活動した脳の局在につ

いて調査し，ボランティアにおける結果と比較した。 

【目的】これまで痛みに対する脳イメージング法による

研究は主に PET,SPECT,fMRI が行われ，正常人では末梢

に侵害刺激を加えると主として対側の視床，島，前帯状

回及び SI の脳血流が増加することから局所の活動性が

亢進していると考えられてきた。しかし，神経が病的状

態である神経原性疼痛患者において脳のどの部位が痛み

に関与しているかということについての研究は未だ端緒

についたばかりである。そこで今回は神経原性疼痛患者

において見られる安静時痛やアロデニアのような痛みを

SPECT および fMRI を用いて評価を行った。 

【結果および考察】SPECT の結果では神経因性疼痛患者

の uptake index と痛みの強さについては相関性が見られ

なかった。一方で uptake index は罹患期間が短い症例で

増加が認められたが長い症例では正常化していた。治療

により症状が改善した症例では増加していた uptake 

index の減少が見られ，治療効果を脳イメージングが捉え

たのではないかと考えられた。また，fMRI の結果ではア

ロデニア部位の刺激で SI，運動野，帯状回および小脳な

どの広範な部位で活動性の上昇を認めた。これらの部位

はボランティアに対して侵害刺激を加えたときの部位と

類似しており患者が非侵害刺激で侵害性疼痛を経験して

いることを示唆するものと考えられた。 

 

 

（19）末梢への侵害刺激と後根神経節における ERK のリン酸化 

 

野口光一（兵庫医科大学解剖学第二講座） 

 

一次知覚ニューロンの神経終末における，様々な炎症

性メディエーターによる細胞内情報伝達系の変化を介し

た興奮性の変化のメカニズムが注目を集めている。一方，

疼痛刺激など異なる刺激と特定の一次ニューロンとの対

応関係は必ずしも明確ではなかった。刺激を受けると，

活動電位を発生するとともに細胞内において多種の分子

の dynamic な変化が生じるが，細胞内情報伝達に関わる

変化の報告は少ない。我々は細胞内シグナル伝達系の一

つである MAP kinase 系に注目して，様々な刺激に対する

MAP Kinase ファミリーの一員である ERK（Extracellular 

signal- Regulated Kinase）リン酸化を，ラット後根神経節

（dorsal root ganglion, DRG）ニューロンにおいて詳細に検

討した。（J.Neurosci,2002,22（17））C- fiber nociceptor を

特異的に刺激する capsaicin をラット足底に注射すると，
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ERK のリン酸化抗体による免疫反応が，DRG の小型細

胞のみで検出できた。一方坐骨神経の A-fiber だけを刺激

すると DRG の中型から大型細胞を中心にリン酸化が見

られた。各種 natural 刺激に対する DRG ニューロンの反

応を検討したところ，寒冷刺激（0℃）に対する小型ニュ

ーロンの関与，温刺激（42℃）に対する超小型ニューロ

ンの関与，機械刺激及び段階的熱刺激において，刺激強

度の上昇に伴う陽性ニューロンサイズの変化などの所見

が明らかとなった。さらに同じ機械刺激に対して，正常

状態と慢性炎症状態においては，ERK のリン酸化を示す

DRG ニューロンの数，サイズ及び population が異なるこ

とが分かった。さらに，慢性炎症時の P2X 受容体の役割

について，ERK の活性化から，新しい知見を見いだすこ

とも出来た。以上の結果は，多種の刺激に対して反応す

る一次感覚ニューロンの活性化を，細胞内シグナル伝達

分子の動態より解析できる可能性を示唆している。 

 

 

（20）遮断による変化 － 現象論とメカニズムに関する考察 

 

森脇克行（広島大学 医学部 附属病院 麻酔科蘇生科） 

弓削孟文（広島大学大学院 病態制御医科学講座） 

 

ニューロパシックペインにおけるアロディニア（正常

では痛みを生じないような刺激によって誘発される疼

痛）と交感神経系には密接な関係がある。Roberts は 1986

年に Sympathetically - maintained pain（SMP）の概念を提

唱し，交感神経遮断によって改善されるアロディニアな

どの疼痛のメカニズムに脊髄広作動域ニューロンの感作

と交感神経の遠心路の興奮性増加が関与するとした。

1991 年 Sato らは末梢神経障害後に交感神経刺激やノル

エピネフリン投与によりC線維侵害受容器の反応性が亢

進することを報告，McLachlan らは 1993 年，坐骨神経結

紮後に後根神経節へ交感神経線維が伸びて軸索を失った

大型の知覚神経細胞の周囲を取り囲むようになる交感神

経の発芽現象を報告し，末梢神経障害時に交感神経が関

与するニューロパシックペインの末梢性の病態の一端を

示した。一方，古くから交感神経ブロックが複合性局所

疼痛症候群の疼痛を緩和することが報告されてきた。

近この交感神経ブロックの効果を疑問視する論調もある

が，日常臨床において交感神経遮断は確かにニューロパ

シックペインを変化させることがある。われわれは星状

神経ブロックなどの交感神経ブロックがニューロパシッ

クペイン患者のアロディニアなどの知覚異常の領域を縮

小させることを経験し報告してきた。さらに動物実験で

α1，2 ブロッカーのフェントラミンを麻酔下に投与する

と一過性に低閾値脊髄ニューロンの受容野が縮小するこ

と，この反応は α2 ブロッカーのヨヒンビン投与によって

抑制されることを示した。この実験結果は“交感神経ブ

ロック後に中枢神経の下降性抑制系の賦活が生じる”と

いう仮説により説明が可能である。臨床で認められる交

感神経ブロックによるアロディニアの縮小現象には交感

神経遮断によるこのような中枢神経系の変化が関与する

のかもしれない。 

 

 

（21）CRPS の発症メカニズムに関する一考察 

 

仙波恵美子（和歌山県立医科大学 第二解剖） 

 

CRPS の多くは何らかの損傷に伴って発症するが，損

傷の程度から予想されるよりはるかに訴えが強く長く持

続するのが特徴であり，脳の関与が強く示唆されている。

末梢神経の損傷を伴う四肢の外傷によって起こったもの

は CRPS type II で，以前 causalgia と呼ばれていた。末梢

神経の損傷を伴わない四肢の外傷でも同様の症状を呈す

ることがあり（CRPS type I），reflex sympathetic dystrophy

（RSD）がこれに当たる。同じような損傷を受けても，一

部の人だけが CRPS を発症するのは，各人の痛みに対す

る情動反応が異なるためと思われる。痛 みを伝える中枢
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経路は大きく分けて，視床の外側部（VB complex）を経

由して大脳皮質体性感覚野に終わるものと，視床の内側

部（髄板内核群）を経由して前頭葉や前帯状回に至るも

のがある。前者は痛みの認知・識別に，後者は痛みによ

る覚醒・逃避，情動の喚起に関与する。後者の経路にお

いて青斑核，視床の束傍核（PF），前帯状回，海馬の CA1

領域などが重要な役割を果たしていることが 近注目さ

れている。我々は，痛みがストレッサーとして情動系を

賦活させることを，c-fos 発現をマーカーとして明らかに

した。また，c-fos KO マウスでは疼痛刺激に対し過剰な

反応が見られるが，これが上記の情動系の過剰興奮によ

る可能性を示唆する知見を得た。正常のマウスでは出生

前後に，PF や前帯状回，海馬 CA1 などに c-fos が強く発

現することが報告されている。我々の検討では，フォル

マリンテストの後，c-fos KO マウスでは WT/ヘテロ群に

比べて，上記の領域において神経興奮のマーカーである

Egr-1 がより強く発現していることがわかった。発達期の

脳において c-fos が発現しないと，これらの領域は興奮し

やすい状態になるのではないか。情動に関与する神経系

の発達や形成が，発達期の環境や種々の遺伝的要因によ

って影響を受け，痛みや損傷に対する各人の反応の違い

として現れる可能性を示している。C-fos KO マウスはそ

の一つのモデルと考えられる。 

 

 

（22）脳の次に痛みがきた－アメリカのライフサイエンス 10 ヶ年戦略 

 

熊澤孝朗（名古屋大学 名誉教授） 

 

本研究会の予稿集からみた日本の痛み領域研究の充実

振りは見事であるが，もう少しましな研究環境が整えば，

さらに素晴らしい成果が期待できるに違いないと感じた

のは私一人ではないであろう。本年 7 月に開かれた会で，

痛み領域研究の活性化を図るためにはその土壌作りとし

て，普遍的なるが故に等閑視されている痛みの問題に対

する社会全体の関心と理解と期待を得ることも必要であ

ることが指摘され，急遽，痛み研究推進協議会が立ちあ

げられた。この会の初仕事として，アメリカにおける「痛

み 10 ヶ年戦略」宣言を中心にしてアメリカにおける痛み

への取り組みを探ることになり，目下調査中である。本

研究会では，全く毛色が変わったものであるが，この問

題に関して紹介し，考察を加えたい。アメリカ議会は

2000 年の末に 2001 年からの 10 年を“the Decade of Pain 

Control and Research”とすることを宣言した。これは，

1990 年代に採択され，その後の世界の脳研究の進歩にエ

ポックをもたらした，日本でも有名な“the Decade of 

Brain”宣言に次ぐ第 2 番目のライフサイエンス振興政策

である。そこで，何故，今，アメリカで痛みが？（「痛

み 10 ヶ年戦略」宣言の背景）について，痛み系の生物学

的特性；痛みと安楽死；痛みの社会経済的問題； 近 30

年間の痛み研究の成果としての痛み概念の変革；慢性痛

治療法の開発の急務；医療における痛みへの対応の根本

的見直し（fifth vital sign としての痛み）などの問題につ

いて考察する。次に，アメリカにおける「痛み 10 ヶ年戦

略」宣言に関わる活動を紹介し，日本における痛み医療･

医学の現状を考え，皆さんに，今，何をすべきかを考え，

議論していただきたい。 
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17．消化管機能 

2002 年 8 月 27 日－8 月 28 日 

代表・世話人：鈴木裕一（静岡県立大学食品栄養） 

所内対応者：尾崎 毅（動物実験センター） 

 

（１）消化管自動運動の発生機序 

高木 都，米田 諭（奈良県立医科大学 生理 2） 

（２）小腸絨毛上皮下線維芽細胞の形態変化と機械受容 

古家喜四夫 1，古家園子 2，曽我部正博 1,3（1科技団・細胞力覚，2生理研・形態情報解析，3名大医学部） 

（３）モルモット大腸粘膜の振動性クロライド分泌 

河原克雅，安岡有紀子，鈴木喜郎，錦谷まりこ 1，高村泰弘 2 

（1北里大学医学部生理，帝京大学医学部公衆衛生学，2北里大学理学部生物科学） 

（４）グレリンによる消化管機能調節について 

新島 旭（新潟大学 医学部 名誉教授） 

（５）The effect of leptin and ghrelin on the gastrointestinal motility 

Michal Ceregrzyn, Wojciech Korczynski, Toru Mochizuki, Atsukazu Kuwahara. 

（静岡県立大学 環境科学研究所 環境生理） 

（６）Short-chain fatty acids-induced inhibitory response on spontaneous contractions of  

longitudinal muscle in the rat colon 

小野茂之 1,唐木晋一郎 2，桑原厚和 2 

（1花王株式会社スキンケア研究所，2静岡県立大学環境科学研究所環境生理） 

（７）CCK-A,B,AB 受容体ノックアウトマウスの消化器機能 

宮坂京子（東京都老人研） 

（８）カハールの介在細胞の分布と細胞学的異型性 

小室輝昌，関 馨介，三井 烈，池田愛美（早稲田大学 人間科学部） 

（９）大腸癌とトロンボキサン 

酒井秀紀 1，鈴木智之 1，鵜飼政志 1，田内克典 2，南村哲司 2，堀川直樹 2，塚田一博 2，竹口紀晃 1 

（1富山医科薬科大学・薬・薬物生理），2富山医科薬科大学・医・第 2 外科） 

（10）ラット耳下腺導管の重炭酸イオン分泌と導管内径制御 

柴 芳樹，広野 力，杉田 誠，岩佐佳子（広島大院 医歯薬総合 病態探究医科学 口腔生理） 

（11）消化管における管腔内酸感知機構における vanilloid receptor-1 の役割 

秋葉保忠（慶応大学 医学部 内科） 

（12）Aeromonas sobria が産生する溶血毒が腸管上皮細胞のイオン輸送に与える影響 

高橋 章 1，田ノ上奈緒美 1，粟田志香 1，前田恭子 1，藤井儀夫 2，岡本敬の介 3，中屋 豊 1 

（1徳島大 医学部 栄養，2徳島文理大 生薬研，3岡山大 薬） 

（13）大腸上皮細胞のカルバコール刺激に対する容積変化応答における水チャネルの役割 

真鍋健一，森島 繁，岡田泰伸（生理研 機能協関） 

（14）消化管におけるキチン分解酵素の発現と今後の研究展開 

岩永敏彦（北海道大学 獣医学研究科 解剖） 

（15）ウナギをモデルとして飲水行動の調節機構を探る 

安藤正昭（広島大学総合科学部） 
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（16）胃幽門腺粘液細胞開口放出の Ca2+と cAMP による調節 

中張隆司（大阪医大 生理） 

（17）大腸菌毒素 STb の大腸イオン輸送に及ぼす効果 

鈴木裕一 1，吉村麻由 1，梅田 譲 1，川俣幸一 1，渡辺ひとみ 1，本家孝一 2，藤井儀夫 3，岡本敬の介 4， 

（1静岡県大食品栄養生理，2大阪大学院 医学系研究科 生体制御医学 生化学・分子生物学， 

3徳島文理大 生薬研，4岡山大・薬） 

（18）ほ乳期におけるバクテリアトランスロケーション 

矢島高二（明治乳業 栄養科学研究所） 

（19）モチリンによる胃血流の調節 

成瀬 達（名古屋大学 医学部 内科） 

 

【参加者名】 

鈴木裕一，林久由（静岡県立大），高木都（奈良県立医科

大），安藤正昭（広島大），酒井秀紀，鈴木智之（富山医

薬大），宮坂京子，金井節子，吉田由紀（東京都老人研），

河原克雅（北里大），高橋章，中屋豊（徳島大），秋葉保

忠（慶応大），小室輝昌（早稲田大），柴芳樹，広野力（広

島大），中張隆司（大阪医大），桑原厚和，Michal Ceregrzyn，

唐木晋一郎，三井烈（静岡県立大），成瀬達（名古屋大），

古家喜四夫（科学技術振興事業団），小野茂之（花王株式

会社），矢島高二，成島聖子（明治乳業），岩永敏彦（北

海道大），新島旭（新潟大名誉教授），岡田泰伸，真鍋健

一，稲垣詠子（名古屋学芸大），越智靖夫，三上忠世志（フ

ァイザー製薬），岡田泰伸，真鍋健一，尾崎毅（生理学研

究所）

 

【概要】 

消化管は食物を摂取し，消化し，栄養物を吸収し，残

りを便として排泄する。それを支えるため，消化腺等に

よる分泌，腸管上皮での分泌吸収，腸管壁の筋による運

動，血液循環，関連しての自律神経やホルモンの働き等，

多彩な機能的側面がある。さらに，生後発達，癌の問題

もある。今回の研究会では，消化管に関する多彩な側面

につき発表があった。また，それらを支える細胞の基本

的な性質に関する研究も紹介された。それぞれの研究は

独立して存在するのではなく，互いに関連しあっている。

そのことは，活発に討論がなされたことからも明らかで

ある。消化管分野でのすばらしい成果を聞くことができ

満足のいくものであった。また同時に，今後この分野で

の若い研究者をさらに育てていく必要があることも大事

であると思われた。

 

 

（1）消化管自動運動の発生機序 

 

高木 都，米田 諭（奈良県立医科大学 生理 2） 

 

【序】消化管の自動運動（振子運動，分節運動，正およ

び逆蠕動運動）のペースメーカー細胞として近年カハー

ルの間質（介在）細胞 (ICC)が注目を得るに至っている。

一方，福原ら(1968)は，ラット，モルモットの近側結腸

と遠側結腸の境界部に“ぺースーメーカー部位”を発見

し，ここから，規則正しい逆蠕動が起こることを報告し

た。この部位には ICC が豊富に分布しており，小林ら

(1996) はこの部位で規則的な律動収縮を記録している。 

【研究 1】ラット近側結腸では規則的な律動的収縮が起

こる。c-kit positive ICC-SM と ICC-MY が欠損する Ws/Ws 

変異ラットでも同様の律動収縮が見られた。Ws/Ws 変異

ラットでは c-kit negative な ICC-SM が残存していると

いう報告があり，この c-kit negative ICC-SM と他の c-kit 

positive ICC-SMと ICC-MY が協調して自発運動の頻数調

節をしていると考えられる。 

【研究 2】マウス近側結腸では頻数の異なる 2 つの自動
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運動が見られた。ICC-SM からはプラトー相をもつ緩電

位が，輪走筋からは群発する action potential，縦走筋から

は群発する membrane oscillation が記録できた。輪走筋方

向の運動を記録すると ICC-SM の緩電位と一致して起こ

る収縮が主であり，縦走筋方向の運動を記録すると

action potential や membrane oscillation に一致して起こる

収縮が記録された。逆蠕動が ICC-SM により制御されて

いると考えられる。 

【研究 3】マウス ES 細胞から分化誘導した腸管では一定

の方向への蠕動運動が発生した。この腸管では ICC がよ

く発達しているが，腸壁内神経は分化しているもののネ

ットワークを形成するに至っていなかった。 

【まとめ】消化管の自動運動の発生機序に ICC が重要な

役割を果たしていることは明らかであるが，それぞれの

自動運動での役割については今後さらに研究を進めてい

く必要がある。 

 

 

 

（2）小腸絨毛上皮下線維芽細胞の形態変化と機械受容 

 

古家喜四夫 1，古家園子 2，曽我部正博 1,3 

（1科技団・細胞力覚，2生理研・形態情報解析，3名大医学部） 

 

小腸絨毛上皮下線維芽細胞(Subepithelial Fibroblasts)

は，上皮基底層直下で互いの突起を介してネットワーク

を形成するとともに，平滑筋や血管にも突起を伸ばして

おり，単にコラーゲンを産生するばかりでなく，細胞間

の情報伝達を制御することにより，腸の働きに関わって

いると考えられる。私たちはこの細胞の培養に成功し，

この細胞がエンドセリン(ET-1,3)，ATP，Substance-P，5HT，

AngII，Bradykinin 等，血管作動性，神経作動性の多様な

生理活性物質に対する受容体を持つとともに，細胞内

cAMP 濃度に応じて，扁平なかえでの葉のような形態（扁

平状）から丸い細胞体と長い突起を持った星型の形態（星

状）へと形態を変化させることをすでに明らかにした。

この１つの細胞を細いガラスピペットで触るといった機

械的刺激（タッチ）を与えると，ATP の放出と P2Y 受容

体の活性化による細胞間 Ca2+波が発生した。また伸展機

械刺激（ストレッチ）にも応答し，細胞内 Ca2+上昇とと

もに強度依存的に ATP が放出されることをルシフェレ

ース反応を用いて明らかにした。これら機械的刺激に対

する応答性は，dBcAMP(1mM) 処理によって扁平状から

星状へと形態変化させた細胞では抑制されていた。この

時，機械刺激による ATP 放出量の減少ばかりでなく，

個々の細胞での ATP に対する反応性の低下もみられた。

この星状の細胞に ET(1-10nM)を投与すると形態が扁平

に戻るとともに機械刺激に対する応答性は回復した。こ

のように小腸絨毛下線維芽細胞は各種活性物質によって

その形や性質を変えることにより，絨毛下のネットワー

クとして，その機械的性質や物質の透過性を制御してい

ると考えられる。また，伸展刺激による ATP 放出は，絨

毛の動きに応ずるメカノセンサーとしての機能が示唆さ

れる。 

 

 

（3）モルモット大腸粘膜の振動性クロライド分泌 

 

河原克雅，安岡有紀子，鈴木喜郎，錦谷まりこ，高村泰弘 1 

（北里大学医学部生理，帝京大学医学部公衆衛生学，1北里大学理学部生物科学） 

 

大腸粘膜の電解質・溶液輸送の神経性調節は，自律神

経系と腸管神経叢（おもに粘膜下神経叢）の活動により

制御されている。単離したモルモット大腸粘膜を Ussing

チャンバーに固定し，静止時と活性化時の上皮短絡電流

を測定することにより，粘膜下神経叢の役割と制御機序

を調べた。大腸粘膜の血管側に低濃度(0.2-1 mM)の Ba2+

を投与すると，ピーク値が 400-500 µA/cm2 の振動性正電

流（2-3 strokes/min）が記録された。この振動電流の振幅
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は，2 mM Ba2+で低下し，5 mM Ba2+で完全に消失した。

一方，テトロドトキシン(TTX)は，濃度依存性に Ba2+誘

発-振動電流を阻害し，1 µM アトロピンも同電流を完全

に阻害した。また，チャンバー内液を低 Cl-液(11 mM)に

置換したり，管腔側に NPPB(Cl-チャネル阻害薬)を投与

すると，Ba2+誘発-振動電流は著しく低下した。さらに，

チャンバー内液を 0Ca2+液に置換すると，Ba2+誘発-振動

電流は抑制された。しかし，高 K+液置換 (40 mM)におい

ても，Ba2+誘発電流の振動性は失われなかった。これら

の結果は，モルモット大腸粘膜下神経叢に Ba2+感受性の

コリナージックニューロンがあり，脱分極刺激に応じて

周期的 Cl-分泌を誘発することを示した。

 

 

（4）グレリンによる消化管機能調節について 

 

新島 旭（新潟大学 医学部 名誉教授） 

 

近年発見された脳腸ペプチド「グレリン」は，主に胃

の内分泌細胞と視床下部ニューロンで生産され，成長ホ

ルモン分泌促進作用の他，胃酸分泌，消化管運動および

摂食の亢進作用を有すると報告されている。本実験はグ

レリンが自律神経を介して消化管機能調節に果たす役割

を解明することを目的として行われた。 

【方法】体重 300ｇ程度のウイスター系ラットを使用し

ウレタン麻酔下で開腹し，迷走神経胃枝，腹腔枝，内臓

神経（交感神経）胃枝，の切断中枢側より神経フィラメ

ントを分離し遠心性神経活動を記録した。さらに，副腎，

腎臓，肝臓，脾臓，背側褐色脂肪，副睾丸白色脂肪を支

配する交感神経活動も同様の方法で記録した。また，迷

走神経胃枝の切断末梢側より求心性神経活動を記録した。 

【実験結果】グレリン 1~10ng の静脈内投与により迷走

神経胃枝および腹腔枝の遠心性活動は促進し交感神経胃

枝および他の内臓器官を支配する交感神経枝の遠心性活

動は抑制された。これらの自律神経反応は迷走神経切断

ラットでは発現しなかった。さらに，グレリン 1~10ng

の静脈内投与は迷走神経胃枝の求心性神経活動を強く抑

制する事が観察された。 

【考察】これらの実験結果から，グレリン刺激による胃

壁グレリンセンサーからの求心性信号の減少は反射的に

迷走神経胃枝，腹腔枝の活動を増強し，胃酸分泌，消化

管運動の促進さらには摂食の亢進など同化作用の促進を

起こす事が示唆される。一方，交感神経活動の減少によ

り代謝の抑制など異化作用の抑制が起こるものと思われ

る。グレリンはエネルギー蓄積反応を促進する重要なホ

ルモンの一つであろう。

 

 

（5）The effect of leptin and ghrelin on the gastrointestinal motility 
 

Michal Ceregrzyn, Wojciech Korczynski, Toru Mochizuki, Atsukazu Kuwahara. 

（静岡県立大学 環境科学研究所 環境生理） 

 

The aim of the present study was to investigate the 

influence of newly discovered gastrointestinal hormones: 

leptin and ghrelin on gastrointestinal motility. The animals 

(rats or mice) were intraperitoneally injected with leptin (L), 

ghrelin (G), leptin + ghrelin (LG) at a dose 20 microg/kg BW 

or saline (C). In in vitro experiments the motility of 

longitudinal strips of gastric fundus and corpus, segments of 

the proximal duodenum and distal jejunum was recorded 

under isotonic conditions 30 minutes after injection. Tissues 

were stimulated by electrical field stimulation (EFS), 10-6 M 

acetylcholine (ACh), 10-6 M 5-hydroxytryptamine (5-HT), 

and 10-2 M potassium chloride (KCl). In vivo experiments 

were performed in order to measure gastrointestinal transit 

and gastric emptying using the activated charcoal method and 

the phenol red method, respectively. 

The amplitude of in vitro spontaneous contractions of 

duodenum significantly increased after leptin administration. 

The frequency of jejunal contractions was increased in the LG 
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group. The induced contraction of duodenum increased in 

leptin treated animals while in jejunum these contractions 

were smaller. Ghrelin abolished the effect of leptin in 

duodenum, while there was no such effect in jejunum. In vivo 

experiments has shown that ghrelin significantly increases 

gastrointestinal transit. Additionally, leptin decreased gastric 

retention. In conclusion, the present study shows a significant, 

direct effect of leptin on gastric and intestinal motility. Thus, 

we suggest that leptin and ghrelin take part in regulation of 

digestive tract motility and it is possible that ghrelin and 

leptin interplay regulating duodenal motility.

 

 

（6）Short-chain fatty acids-induced inhibitory response on spontaneous contractions of  
longitudinal muscle in the rat colon 

 

小野茂之 1,唐木晋一郎 2，桑原厚和 2 

（1花王株式会社スキンケア研究所，2静岡県立大学環境科学研究所環境生理） 

 

難消化性糖類から大腸内発酵により生成する短鎖脂肪

酸類（short-chain fatty acids: SCFAs）は，大腸運動に影響

することが報告されている。SCFAs は，主に盲腸および

上行結腸で生成される一方，糞塊が形成されてくる中位

結腸後半から遠位結腸ではほとんど生成されない。しか

し，糞塊中には 100 mM 程度の SCFAs が存在するため，

糞塊が蠕動反射を誘発する遠位結腸では，SCFAs は糞塊

とともに移動しているものと考えられる。SCFAs は，糞

塊体積による物理的刺激と同様，大腸壁を局所・化学的

に刺激すると考えられるが，物理的作用ほど蠕動反射時

の役割は理解されていない。そこで我々は，ラット遠位

大腸縦走筋粘膜付き標本を用い，SCFAs の自発運動に対

する影響を検討した（大腸内の pH はほぼ中性条件下に

あるので，SCFAs は Na 塩を用いた）。自由摂食下，遠位

大腸内には通常糞塊が認められるが，一昼夜絶食させる

ことにより，遠位大腸内の糞塊は存在しなくなるか，あ

るいは明らかに減少した。絶食動物から摘出した糞塊の

存在しない標本は，自由摂食動物の糞塊の存在する標本

に比し，自発運動回数が有意に増加していた。さらに，

その自発運動回数の増加した標本に 5mM 以上の SCFAs

を作用させると，自発運動回数は自由摂食動物の標本と

ほぼ同じ回数に減少した。このことから，絶食による自

発運動回数の増加は，大腸内が SCFAs にさらされていな

いため，すなわち，SCFAs 不足の状態による影響である

ことが示唆される。絶食動物の標本における，自発運動

回数を低下させる SCFAs の作用は，NOS-阻害剤の影響

を受けることから，部分的に NO を伝達物質とする作用

であることが示唆された。また，この SCFAs の作用は

TTX により抑制された。さらに，ニコチン様 ACh 受容

体および 5-HT3受容体の関与も示唆された。結論として，

ラット遠位大腸縦走筋の自発運動回数は，大腸内 SCFAs

の有無に応答して変化する可逆的な状況下にあり，

SCFAs は，蠕動反射にともなう収縮回数を制御すること

で，糞塊輸送に関与していることが推察された。

 

 

（7）CCK-A,B,AB 受容体ノックアウトマウスの消化器機能 

 

宮坂京子（東京都老人研） 

 

コレシストキニン（CCK）は，消化管ホルモンでありか

つ神経ペプチドである。2 種類の-A, B 受容体は，消化管

の迷走神経求心路末端に存在し，A 受容体は，胃排出速

度を遅延させ，満腹効果を生じる。しかし B 受容体の胃

酸分泌亢進以外の役割は，はっきりしない。CCK-A,B 受

容体遺伝子ノックアウトマウス (KO)とA,B double KOの

液体飼料（non-nutrient）の胃排出速度を検討した。B 受容

体を欠損すると，排出速度が早く，A 受容体欠損は野生

型と相違がなかった。CCK-8S（7 nmol/kg sc）の投与は，

A 受容体欠損マウスでは，胃排出速度に影響しないが，



研究会報告 

323 

その他のマウスでは，著明に排出速度を遅延させた。ア

トロピン(0.2, 1, 5 mg/kg)の投与は，いずれも胃排出速度

を遅延させたが，B 受容体を欠損するマウスでは，他の

マウスと同等の効果をえるには，より大量のアトロピン

が必要であった。オメプラゾールの投与による胃酸分泌

抑制は，血中ガストリンを上昇させるが，胃排出速度に

影響しなかった。以上の結果から B 受容体は，食間（非

刺激時）の胃排出速度を維持していると結論された。

 

 

（8）カハールの介在細胞の分布と細胞学的異型性 
 

小室輝昌，関 馨介，三井 烈，池田愛美（早稲田大学人間科学部） 

 

カハールの介在細胞（ICC）は，消化管運動ペースメ

ーカーとしての機能が注目される一方，豊富な神経支配

と gap junction による細胞網を介して神経筋間の興奮伝

達装置として働くことが証明されている。 

しかしながら個別にみると，胃，小腸，大腸では，筋

層の配列，神経叢の分布にかなりの違いがあり，ICC も

それぞれ特徴的な分布を示すことが知られている。更に

胃では，単一の器官内においても領域により ICC の分布

や細胞学的特性に相違のあることが観察されており，胃

各部の運動機能と共に，ICC の型の解析が進みつつある。

本講演では，種，器官，組織層の違いによって多様性を

示す ICC について，マウス，ラット，モルモットを材料

とした免疫組織化学的観察，微細構造上の特徴について

報告する。特に胃については，自律的蠕動運動の開始部

位，各領域における筋層の興奮伝播様式の検討を念頭に，

マウス胃における c-Kit 陽性細胞と gap junction 蛋白

Cx43 の分布について述べる。

 

 

（9）大腸癌とトロンボキサン 

 

酒井秀紀 1，鈴木智之 1，鵜飼政志 1，田内克典 2，南村哲司 2，堀川直樹 2，塚田一博 2，竹口紀晃 1 

（1富山医科薬科大学・薬・薬物生理，2富山医科薬科大学・医・第 2 外科） 

 

大腸癌の進行が，アスピリンなどの非ステロイド系抗

炎症薬の投与によって有意に抑制されることが，臨床的

に明らかにされている。薬物の作用点は主にアラキドン

酸カスケードのシクロオキシゲナーゼであるため，大腸

癌の発生・進行はシクロオキシゲナーゼ経路と何らかの

関係があると考えられるが，その詳細については不明な

点が多い。シクロオキシゲナーゼより下流のトロンボキ

サン合成酵素によって産生されるトロンボキサン A2 は

動脈収縮，血小板凝集，気管支収縮などといった循環器，

呼吸器系の分野でその生理機能が注目されてきた。しか

し， 近ではトロンボキサン合成酵素 mRNA が比較的

多くの組織に発現していることやトロンボキサン合成酵

素遺伝子のプロモーター領域に転写因子が認識可能な配

列が多く存在していることなどから循環器・呼吸器系以

外でも重要な生理機能を担っていることが示唆されてい

る。我々は，大腸癌患者から摘出した腫瘍組織および近

傍の正常組織との間で，トロンボキサン合成酵素，シク

ロオキシゲナーゼ-2（COX-2）の発現量変化について検

討した。トロンボキサン合成酵素 mRNA および合成酵素

タンパク質は，大腸癌組織において，再現性良く発現量

の増大が観察された。免疫組織染色において，合成酵素

タンパク質の発現量増大が，癌細胞自身に由来している

ことがわかった。COX-2 mRNA の腫瘍組織における発現

量増大の程度はトロンボキサン合成酵素に比べて顕著で

はなく，再現性も低かった。トロンボキサン合成酵素

mRNA の発現は，各種ヒト大腸癌培養細胞においても再

現性良く観察された。一方，COX-2 mRNA 発現の再現性

はトロンボキサン合成酵素の場合よりも乏しかった。以

上の結果から，大腸癌とトロンボキサン合成酵素発現量

増大の機能的関連性が示唆された。
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（10）ラット耳下腺導管の重炭酸イオン分泌と導管内径制御 
 

柴 芳樹，広野 力，杉田 誠，岩佐佳子（広島大院 医歯薬総合 病態探究医科学 口腔生理） 

 

唾液腺導管は分泌・吸収による唾液組成の調節ととも

に腺房から口腔内への分泌物の通り道としての役割を果

たしている。特に唾液中の重炭酸イオンは，口腔健康維

持に重要で，導管での重炭酸イオン分泌と導管内径制御

との関連について調べた。 

ラット耳下腺から酵素処理で分離した導管を，共焦点

レーザー顕微鏡下で蛍光色素 sulforhodamine B でしばら

く潅流すると，導管内腔断面に蛍光が観察された。導管

内腔の蛍光染色された顆粒は，carbachol (CCh) 刺激や

forskolin 刺激で，導管切断端から排出された。同時に導

管内腔の蛍光は減少し，導管内径も拡大した。これらの

変化は，Na+-K+-2Cl--cotransporter 阻害剤 bumetanide や

Cl--HCO3
- exchanger 阻害剤 DIDS で影響を受けず，陰イ

オンチャネル阻害剤 DPC で抑制された。炭酸脱水酵素阻

害剤 methazolamide は導管内腔の蛍光減少を抑制したが，

導管内径の拡大を抑制しなかった。分離導管細胞をグラ

ミシジン穿孔パッチ法で，解析すると，CCh や forskolin

刺激で陰イオン電流が観察された。この電流は，

bumetanide や DIDS では変化せず，methazolamide で抑制

された。ラット耳下腺導管では，Ca2+ 依存性の陰イオン

チャネルや CFTR Cl- チャネルを介して重炭酸イオンが

分泌され，この分泌は導管内の水駆動力として働くとと

もに，初期の陰イオン分泌は導管細胞収縮を引き起し導

管内腔の拡大にも寄与していることが示唆された。

 

 

（11）消化管における管腔内酸感知機構における vanilloid receptor-1 の役割 
 

秋葉保忠（慶応大学 医学部 内科） 

 

消化管粘膜は様々な物質と接する外界との境界であり，

管腔内の状況変化に応じた粘膜防御機構を有し，消化管

本来の機能である消化，吸収，運搬を支えている。なか

でも血流調節は重要な粘膜防御機構の一つであり，自律

神経系とともに post-epithelial因子として粘膜の恒常性を

保っている。とくに胃十二指腸粘膜は絶えず胃酸に暴露

されることから，迅速な酸感知機構と連動した粘膜防御

が必要である。粘液分泌，重炭酸分泌および血流増加が

防御因子として知られているが，粘膜がいかに管腔内の

酸を感知してこれら生理的応答をするかは十分論じられ

てこなかった。下部消化管においても，管腔内物質を感

知し吸収および蠕動を調節する上で，nutrient tasting 機構

が必要であり，例えば短鎖脂肪酸の吸収において管腔内

pH の調節が重要であることが知られている。以上より，

管腔内 pH を感知して血流増加といった粘膜防御反応や

生理的応答をおこす経路の存在が推察される。近年，

capsaicin 感受性知覚神経上の capsaicin receptor として

vanilloid receptor-1（VR-1）が cloning され，VR-1 が proton

自身を感知することが明らかとなった。そこで，ラット

十二指腸粘膜での酸による血流増加と capsaicin感受性知

覚神経の関係を検討すると，管腔内 pH の低下− 粘膜上

皮細胞の酸性化− Na+/H+ exchangeによる protonの汲み出

し− VR-1 の活性化− CGRP および NO の放出− 血流増加

という経路が存在することが判明した。また，大腸粘膜

においても，管腔内 pH の低下が VR-1 を介して血流を増

加させた。VR-1 の発現は消化管において粘膜固有層から

筋層まで陽性神経線維として認められ，さらに myenteric 

plexus の神経細胞にも認められた。 以上のことから，

VR-1 が acid sensor として管腔内酸に対する消化管粘膜

血流増加に関与することが明らかになった。
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（12）Aeromonas sobria が産生する溶血毒が腸管上皮細胞のイオン輸送に与える影響 

 

高橋 章 1，田ノ上奈緒美 1，粟田志香 1，前田恭子 1，藤井儀夫 1，岡本敬の介 3，中屋 豊 1 

（1徳島大 医学部 栄養，2徳島文理大 生薬研，3岡山大・薬） 

 

【目的】Aeromonas Sobria は食中毒原因菌として知られ

ている。主要な臨床症状として下痢があげられるが，そ

の下痢誘発機構はいまだ明確ではない。下痢が起こると

き，腸管上皮細胞でイオン輸送が変化することが考えら

れる。そこで，AeromonasSobria の主要な病原因子と考え

られている溶血毒(aerolysin)を単離精製し，aerolysin が腸

管上皮細胞のイオン輸送に与える影響を解析し，

Aeromonas Sobria の下痢誘発機構を解明することを目的

とした。 

【方法】ヒト大腸癌株化細胞 Caco-2 細胞をフィルター上

に 2~3 週間培養した後に，Ussing chamber 法を用いて腸

管上皮細胞を介するイオン輸送を測定した。 

【結果・考察】フィルター上培養した Caco-2 細胞の apical

側に aerolysin を添加すると，Caco-2 細胞を介するイオン

電流が増加したが，basolateral 側に添加した時は，電流

の変化は認めなかった。aerolysin による電流の増加は抗

aerolysin 抗体の添加により阻害された。さらに aerolysin

による電流の増加は，glybenclamide により阻害される成

分と阻害されない成分があり，glybenclamide 感受性の成

分は Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator を

介する Cl－電流であると考えられた。以上より aerolysin

は腸管上皮細胞の Cl－分泌を促進させ下痢を引き起こす

可能性が示唆された。

 

 

（13）大腸上皮細胞のカルバコール刺激に対する容積変化応答における水チャネルの役割 
 

真鍋健一，森島 繁，岡田泰伸（生理研 機能協関） 

 

大腸クリプト上皮が分泌刺激に応答して容積変化を示

すことはクリプト総体の観察によって示唆されてきたが，

個々の上皮細胞の容積変化についての報告は，技術的困

難さから皆無であった。我々は，蛍光色素の退色が少な

く組織標本深部の探索も可能な二光子レーザー顕微鏡法

を用いることにより，クリプト内部の個々の細胞容積変

化を捉える事に成功した。モルモット大腸からクリプト

を単離し，これにカルバコール刺激すると主としてクリ

プト基底部細胞が縮小し，その後時間経過と共に元の容

積にまで回復することが分った。同様の分泌性容積減少

(secretory volume decrease: SVD)とそれに続く調節性容積

増加 (regulatory volume increase: RVI)はヒト大腸上皮由

来の培養細胞 T84 においてもコールターカウンター法で

確認された。RT-PCR 法と免疫染色法で T84 細胞におけ

る水チャネル AQP3 の発現を確認したので，AQP3 のア

ンチセンス処理を行ったところ SVD が抑制された。水チ

ャネルブロッカーMMTS の前投与及び後投与によって

それぞれ SVD と RVI が抑制された。以上の結果から，

大腸クリプト上皮細胞の分泌刺激に応答した細胞縮小に

も，その後の調節性容積増加にも水チャネルが重要な役

割を果たす事が結論された。

 

 

（14）消化管におけるキチン分解酵素の発現と今後の研究展開 
 

岩永敏彦（北海道大学 獣医学研究科 解剖） 

 

哺乳類は摂取したキチンの約 40％を消化できるが，こ

の分解活性は腸内細菌由来のキチン分解酵素（キチナー

ゼ）によるものと考えられていた。2001 年に，哺乳類自

身がキチナーゼを産生することが初めて報告されたこと

を受けて，我々は in situ hybridization 法と免疫組織化学

により，産生細胞の同定を行った。マウスでは，耳下腺
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の腺房細胞と胃の主細胞がキチナーゼを発現していた。

いずれの細胞でも分泌顆粒内に存在することから，消化

管腔内へ分泌されるはずである。凝乳酵素としても働く

胃のペプシノーゲンが胎生期から発現するのに対し，キ

チナーゼは離乳に間に合うように，生後 15 日令で 初の

発現が認められた。反芻動物（ウシ）では肝臓でのみ産

生され，それは血中へ移行する。鳥類と両生類は，節足

動物の外骨格をつくるキチンを大量に摂取することが予

想されるが，やはり胃で非常に大量のキチナーゼを発現

していた。 

キチナーゼはファミリーを構成しており，キチナーゼ

活性をもたない関連蛋白が多数存在する。これらは特定

の糖鎖を認識するレクチンとして機能し，細胞の分化や

移動，疾患ではアレルギー・寄生虫疾患・関節炎・動脈

硬化などに深く関係しているらしい。

 

 

（15）ウナギをモデルとして飲水行動の調節機構を探る 
 

安藤正昭（広島大学 総合科学部） 

 

陸上脊椎動物や海産魚にとって，飲水行動は生存のた

めに必須の本能行動である。しかし多くの研究者のいる

哺乳類でも，まだ飲水行動を調節する神経回路は明らか

になってはいない。その理由として，哺乳類での飲水行

動が複雑なことが挙げられる。哺乳類は渇感を覚えると

水場を探し，水を口に含み， 後に嚥下する。このそれ

ぞれの過程に神経回路が存在し，また飲水行動は体温調

節とも関わっている。それに対して水中にいる魚類は，

呼吸のために絶えず口中に水を含むので，嚥下だけで水

は食道に入る。そのぶん，魚類における神経回路は哺乳

類より単純であり，モデル動物としては優れていること

が期待できる。海水ウナギの血中に ANG II を打つと飲

水は促進され，ANP によって抑えられる。これらのペプ

チドを脳内に投与しても同様な効果が見られる。血中と

脳内で同じ効果が見られることから，これらのペプチド

は脳室周囲器官（CVOs）に作用していることが考えられ

る。ウナギの脳内で，magnocellular preoptic nucleus (PM)

や nucleus anterior tuberis (NAT)および area postrema (AP)

にある細胞体は，腹腔内に注射した Evans blue (EB)で染

まった。 このことはこれらの核群がウナギの CVOs であ

ることを示唆している。一方，嚥下を担う上部食道筋に

EB を注射すると，延髄の grossopharyngeal vagal motor 

complex (GVC)が逆行性に染まった。これら EB 陽性の

GVC neuron はまた，アセチルコリン合成酵素である

choline acetyltransferaseの抗体でも染まった。このことは，

ウナギの上部食道筋はアセチルコリン(ACh)によって調

節されていることを示している。事実，ウナギの上部食

道括約筋（輪走筋，横紋筋）は cholinergic neuron の支配

下にあった。Catecholamine 合成酵素である tyrosine 

hydroxylase (TH)の抗体を用いてウナギの延髄を染める

と，AP の neuron が強く染まり，繊維を GVC に伸ばして

いるのが観察された。そこで GVC のブロックを灌流し，

灌流液にアドレナリンを作用させると GVC neuron の自

発発火が強く抑制された。このことは，GVC が

catecholamine 性の抑制神経の支配下にあることを示唆し

ている。以上の結果をまとめると，血液中に出た飲水促

進物質（ANG II など）や抑制物質（ANP, ghrelin など）

は間脳の PM や NAT，延髄の AP という脳室周囲器官に

作用していることが考えられる。特に飲水促進物質は，

AP を介して GVC を抑制することにより食道括約筋を緩

め，嚥下を起こさせていると思われる。

 

 

（16）胃幽門腺粘液細胞開口放出の Ca2+と cAMP による調節 
 

中張隆司（大阪医大 生理） 

 

モルモット胃幽門腺粘液細胞における粘液放出は

Ca2+-調節性開口放出により維持されている。本研究では，

アセチルコリン（ACh）により活性化された Ca2+-調節性

開口放出に対する cAMP の効果についてイソプロテレノ
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ール（IPR）を用いて検討した。 

モルモット胃幽門粘膜より得られた単離腺管中の粘液

細胞の開口放出をビデオ顕微鏡を用いて観察した。 

モルモット胃幽門腺粘液細胞における Ca2+-調節性開

口放出の特徴は 2 相性（一過性で高頻度の初期相とそれ

に引き続く低頻度の定常相）であることで，IPR による

cAMP の集積は Ca2+-調節性開口放出の 2 相とも増強した。

一般にCa2+-調節性開口放出は生化学的に異なる2つのス

テップ（priming, fusion）があり，‘priming’は ATP,‘fusion’

は Ca2+により調節されている。ACh, Ca2+濃度依存性を調

べた結果から，cAMP は Ca2+-調節性開口放出の Ca2+感受

性を増加させることが明らかとなった。一方，

dinitrophenol (DNP) 処理，あるいは，無酸素負荷するこ

とにより ATP を枯渇させたところ Ca2+-調節性開口放出

の初期相は消失，定常相のみが観察された。しかし

forskolinにより cAMPの集積を起こした後にATPを枯渇

させた時は，初期相と定常相からなる二相性の Ca2+-調節

性開口放出を引き起こした。 

以上の結果から胃幽門腺粘液細胞 Ca2+-調節性開口放

出反応の初期相では priming した顆粒が一度に fusion し，

定常相では priming/fusion が連続しておこっていること

が明かとなった。また cAMP は‘fusion’,‘priming’を同

時に修飾し，Ca2+-調節性開口放出の初期相と定常相を増

強していることが考えられた。

 

 

（17）大腸菌毒素 STb の大腸イオン輸送に及ぼす効果 
 

鈴木裕一 1，吉村麻由 1，梅田 譲 1，川俣幸一 1，渡辺ひとみ 1，本家孝一 2，藤井儀夫 3，岡本敬の介 4， 

（1静岡県大食品栄養生理，2大阪大学院 医学系研究科 生体制御医学 生化学・分子生物学， 

3徳島文理大 生薬研，4岡山大・薬） 

 

ある種の毒素原性大腸菌は 48 個のアミノ酸からなる

下痢誘発性の毒素 STb を産生放出する。Ussing chamber

法を用い，ウス遠位大腸での STb の効果のイオン機序と

受容体に関して検討した。STb は管腔側液投与によって

のみ短絡電流（Isc）と経上皮コンダクタンス（Gt）を上

昇させた。この上昇は，溶液の Cl イオン除去，HCO3/CO2

除去によりそれぞれ 30%ほど低下した。両者を除去して

も 30%ほどの反応は残った。Na 除去は反応を完全に抑制

した。STb による Isc 上昇は，血液側 bumetanide により

影響を受けなかった。イオンフラックスを測定したとこ

ろ，22Na フラックスには影響がなく，36Cl については吸

収方向のフラックスのみ低下し（Isc 変化と同等量）分泌

フラックスには影響しなかった。 

管腔側液に加えた酸性糖脂質スルファチドは濃度依存

性に STb による Isc 上昇を部分的に抑えた。スルファチ

ド合成酵素の KO マウスにおいて，STb による Isc 上昇は

wild-type と差がなかった。以上より，Cl 分泌活性化では

なく，Cl 吸収抑制が下痢を引き起こすイオン機序と考え

られる。Isc 上昇のメカニズムは現在不明である。また，

スフファチドは STb の作用に影響を及ぼすものの，直接

の受容体になってはいないと考えられる 

 

 

（18）ほ乳期におけるバクテリアトランスロケーション 

 

矢島高二（明治乳業 栄養科学研究所） 

 

バクテリアルトランスロケーション（BT）とは腸管内

の細菌が生きたまま腸管上皮を通過し，粘膜固有層や腸

管膜リンパ節，他の組織にまで侵入する事である。病原

菌は宿主との分子レベルでの相互作用を介して巧妙に侵

入するが，腸管に常在している細菌が健康な宿主に侵入

する事は通常なく，従って BT は見られないとされてい

る。 

これまで我々は，哺乳期のラットにおいて腸管膜リン

パ節までの BT が高頻度で起こっていること，離乳に伴

って BT が消失する事を観察した。BT をひき起こす細菌
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の出現パターンは腸内細菌叢の構成を反映しておらず，

大腸菌が 優勢であった。優勢な腸内細菌では無いスタ

ヒロコッカスは BT を起こしやすい細菌であった。母乳

哺育（MR）の代わりに生後 3 日齢でラット仔の胃にカ

ニューレを装着し人工乳で哺育（AR）すると腸管膜リン

パ節を越えて肝臓や脾臓への BT が惹起された。AR 群の

肝臓に BT を起こした細菌は多い順に，大腸菌群，腸球

菌，スタヒロコッカスであった。 

BT の阻止には上皮バリアーと侵入した細菌を貪食し

て殺菌する 2 段階が考えられる。そこで，小腸あるいは

結腸粘膜に付着した菌叢を群間で比較した結果，AR 群

では大腸菌と腸球菌数が MR 群に比べてそれぞれ 100 倍，

10 倍と有意に多かった。小腸の絨毛数（腸管横断切片上）

を比較すると MR 群に比べて AR 群では空腸で 1.3 倍，

回腸で 1.7 倍と有意に多いことから，細菌の付着の場が

AR 群の方がより多いと考えられた。一方，腹腔浸出性

好中球の貪食活性は AR 群の方が MR 群より低い個体が

多く散見され，グラム陰性細菌の細胞壁成分であるリポ

多糖を MR 群の乳仔に腹腔内投与すると，腹腔浸出性好

中球の貪食活性は抑制された。 

哺乳期，特に AR 群において BT が高頻度に持続的に

起こる背景として，小腸粘膜への大腸菌等付着菌数が高

く細菌侵入を起こし易い状況にある。BT により体内に持

ち込まれたリポ多糖は細胞性免疫活性を減弱し，BT が持

続し易くなっていることが考えられる。

 

 

（19）モチリンによる胃血流の調節 

 

成瀬 達（名古屋大学 医学部 内科） 

 

空腹期の胃血流は約 100 分間隔で生じる胃の周期運動

に同期して変動する 1)。即ち，イヌでは胃運動の休止期 

(phase I) には左胃動脈血流 34.3 ± 5.0 ml/min でほぼ一定

であるが，収縮期には (phases II & III) には平均値で 55.8 

± 9.0 ml/min，頂値で 79.3 ±  11.8 ml/min と持続に増加す

る。また，個々の胃収縮に対応して胃血流は減少

(-79± 17%)と収縮後の増加 (+170 ± 42%)を反復する。上

部消化管の空腹期の周期運動はモチリンにより調節さ

れていることが知られている。そこで，本研究では無麻

酔状態のイヌにおける空腹期の胃血流調節におけるモ

チリンの役割を検討した。 

【方法】超音波トランジットタイム血流計のプローブを

左胃動脈および上腸間膜動脈の根部に装着し，同時に胃

瘻，十二指腸瘻を作成した 2)。胃および十二指腸の運動

はカテーテル型圧センサーを瘻孔より挿入して記録し

た。血圧は埋め込み型圧センサーを大腿動脈に留置し，

テレメトリーシステムにより記録した。 

【成績】モチリンを経静脈的に投与(12.5, 25, 50, 100 

pmol/kg/h)すると，周期運動に随伴すると同様の胃血流の

変化を生じたが，小腸血流，血圧には影響を与えなかっ

た。granisetron(5-HT3 antagonist)はモチリンによる胃運動

を完全に抑制したが，モチリンによる胃血流の持続性の

増加は抑制されなかった。Atropine は胃運動，分泌とも

に抑制したが，胃血流の持続的増加は抑制しなかった。

ま た hexamethonium, phenoxybenzamine, propranolol, 

cimetidine はモチリンの胃運動と血流の増加を抑制しな

かった。一方，GM-109 (motilin antagonist)はモチリンの

胃運動，血流，分泌作用を完全に抑制した。モチリンの

胃血流増加作用はほぼ VIP に匹敵した。 

【結論】モチリンは胃の血管に選択的な拡張作用を有し，

空腹期の胃血流調節に重要な役割をはたしている 3)。 

1. Naruse S, Takagi T, Kato M, Ozaki T. Interdigestive 

gastric blood flow: the relation to motor and secretory 

activities in conscious dogs. Exp Physiol 1992;77:701-708. 

2. Nakamura T, Naruse S, Ozaki T, Kumada K. Calcitonin 

gene-related peptide is a potent intestinal, but not gastric, 

vasodilator in conscious dogs. Regul Pept 1996;65:211-217. 

3. Jin C, Naruse S, Kitagawa M, et al. Hayakawa T. 

Motilin regulates interdigestive gastric blood flow in dogs. 

Gastroenterology, in press. 
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18．電子位相顕微鏡法の医学的・生物学的応用 

2003 年 3 月 12 日− 3 月 15 日 

代表・世話人：臼田信光（藤田保健衛生大学医学部） 

所内対応者：永山國昭（統合バイオサイエンスセンター） 

 

（１）Expanding Protein structure World by High Pressure NMR. Characterization of Reactive Conformers of the Prion 

Protein 

赤坂一之（近畿大学 生物理工学部 生物工学科） 

（２）ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS OF THE CEREBRAL β AMYLOID DEPOSITION 

山口晴保（群馬大学 医学部 保健学科） 

（３）Pressure Dissociates Amyloid-fibrillogenic Assembly of Disulfide-deficient Lysozyme Variant 

橘 秀樹（神戸大学 理学部） 

Tara N. Niraula，Hua Li，山田博昭（神戸大学 自然科学研究科） 

今野 卓（福井医科大学） 

赤坂一之（近畿大学 生物理工学部） 

（４）Perspectives in Alzheimer’s disease diagnosis 

荒井啓行（東北大学 医学部 老年・呼吸器病態学講座） 

（５）Molecular Motor, Kinesin Superfamily Proteins (KIFs) : Structure, Dynamics and Functions 

廣川信隆（東京大学大学院 医学系研究科） 

（６）Image Enhancement with Phase Plates in Electron-Phase Microscopy 

永山國昭（統合バイオサイエンスセンター） 

（７）New Phase Plate System Applied to the 120kV TEM 

細川史生，新井善博（日本電子（株）） 

（８）Real-Time Phase Transmission Electron Microscope 

高井義造，西方健太郎，川崎忠寛，木村吉秀（大阪大学大学院 工学研究科） 

（９）Cs-Correction with Complex Observation in TEM 

Radostin Danev，永山國昭（統合バイオサイエンスセンター） 

（10）THREE-DIMENSIONAL STRUCTURAL ANALYSES OF FREE AND ACTIN-ASSOCIATED MYOSIN 

HEADS IN FUNCTION 

片山栄作・市瀬紀彦（東京大学医科学研究所 分子構造解析 生体分子イメージング） 

八重口直樹・馬場則男（工学院大学 工学部 電気工学科） 

吉沢強志・丸田晋策（創価大学 工学部 生物工学科） 

（11）Dynamics of Cell Membrane Proteins and Lipids as Revealed by Freeze-Fracture Replica Labeling Electron 

Microscopy 

藤本 和 1,2,3，小川智史 3，村手源英 2,3 

（1福井県立大学，2科学技術振興事業団 CREST，3理化学研究所） 

（12）Torque-speed relationship of the Na+driven flagellarmotor 

石島秋彦（名古屋大学大学院 工学研究科） 

（13）Electron Cryomicroscopy of Bacterial Flagellar Structures 

米倉功治 

（大阪大学大学院 生命機能研究科，科学技術振興事業団 ICORP 超分子ナノマシンプロジェクト） 
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（14）Switching and self-assembly of the bacterial flagellum 

難波啓一（大阪大学大学院 生命機能研究科 ERATO プロトニックナノマシンプロジェクト） 

（15）Correlated Light and Electron Microscopy for Immunohistochemistry and in situ Hybridization; with Special 

Reference to Structure and Function of the Stigmoid Body 

篠田 晃（山口大学 医学部 高次神経科学講座） 

（16）Number and Density of AMPA-Type Glutamate Receptors in Synaptic Sites:  

Corresponding Studies of Electrophysiology and Freeze-Fracture Replica Labelling 

重本隆一（生理学研究所 脳形態解析） 

（17）The Claudin Family: A Key Player in the Barrier Function of Epithelium/Endothelium in Multicellular Organisms 

月田承一郎（京都大学大学院 医学研究科 分子細胞情報学） 

 

【参加者名】 

Wolfgang Baumeister (Max-Planck-Inst. Biochem)，Charles 

Brooks III (Scripps Research Inst.)，Stan Burgess (Univ. of 

Leeds)，Wah Chiu (Baylor Collage of Medicine)，Roger Craig 

(Univ. of Massachiusetts Medical School)，Radostin Danev 

(CIB,ONRI)，Ken Downing (Lawewnce Berkeley National 

Lab.)，Mark Ellosman (Univ of California San Diego)，Dorit 

Hanein (Burnham Inst.)，Max Haider (CEOS GmbH)，John 

Heuser (Washinton Univ. Scool of Medicine) ，Kenneth 

Holmes (Max-Planck-Inst. Medical Res.)，Chyongere Hsieh 

(Washington Center)，Thomas James (Univ. of California)， 

Mark Kuehnel (Eur. Mol. Biol. Lab.) ，Michael Marko 

(Wadsworth Center)，Brad Marsh (Univ. of Colorado)，Keith 

Nugent (Univ. of Melbourne)，John Rash (Colorado State 

Univ.)，Michael Reedy (Duke Univ.)，Rasmus Schroeder 

(Max-Planck-Inst. Medical Res.)，Takashi Ishikawa (Natl. Inst. 

Of Arthritsis and Musculoskeletal and Skin Diseases)， 

Holger Wille (Univ. of California at Sanfrancisco)，Willy 

Wriggers (Scripps Res. Inst.)，Thomas Yasumura (Cokorado 

State Univ.)，青山典世（宮崎医科大・医），赤坂一之（近

畿大 生物理工学），明坂年隆（朝日大・歯），秋山 良（九

州大大院・理），厚沢季美江（埼玉大・理），荒井啓行（東

北大・医），新井善博（日本電子（株）），新井良八（滋

賀医大・解剖），飯野晃啓（鳥取大・医），石島秋彦（名

古屋大・工），石塚和夫（（有）HREM），伊藤正樹（佐賀

医大・分子生命），伊藤知彦，稲葉岳彦（名古屋大大院・

理），井上明宏（東京医歯大大院・医歯），今福泰浩（九

州大大院・理），岩崎憲治（理研播磨），上原清子（福岡

大・医），臼田信光（藤田保健衛生大・医），恵良聖一（岐

阜大・医），及川哲夫（日本電子（株）），大橋 充（宮崎

医大・医），沖本憲明（理研），小椋俊彦（産総研・脳神

経），織田昌幸（東京理科大・生命），片山栄作（東京大・

医科研），金子康子（埼玉大・理），金子清俊（国立精神

神経センター・神経研），釜澤尚美（日本女子大・電顕），

鎌足雄司（理研播磨），亀谷清和（信州大・機器分析セン

ター），唐原一郎（富山大・理），川崎一側（産総研・生

物機能工学），川端 均（（株）シーティーアイ），岸元愛

子（東工大大院），北尾彰朗（原子力研・計算科学技術推

進センター），北原 亮（理研播磨），木森義隆（九工大大

院・情報工学），黒柳秀人（東京医歯大大院・医歯），桑

田一夫（岐阜大・医），小久保秀子（理研），後藤祐児（大

阪大・蛋白研），小林聡子（基生研），佐藤主税（産総研・

脳神経），鮫島正純（東京都臨床医学総研），重本隆一（生

理研），篠田 晃（山口大・医），下野昌宣（神戸大・理），

城地保昌（原子力研・計算科学技術推進センター），末崎

幸生（佐賀医大・医），鈴木博文（科技団・ICOP ダイナ

ミックナノマシンプロジェクト），鈴木榮一郎（味の素

（株）ライフサイエンス研），曽和義幸（大阪大・基礎

工），高井義造（大阪大大院・工），瀧 景子（理研播磨），

滝口金吾（名古屋大大院・理），武田修一（名古屋大大院・

理），橘 秀樹（神戸大・理），田中信夫（名古屋大大院・

工），田中通義（東北大学・多元），田中 愛（金沢大・医），

谷村明宣（名古屋大大院・理），月田承一郎（京都大大院・

医），東條 正（早稲田大・理），永田哲士（信州大・医），

中西節子（所属），参加者名（日本たばこ（株）・医薬探

索研），難波啓一（大阪大大院・生命機能），新美 元（藤

田保健衛生大・電顕），西田教行（長崎大大院・医歯），

新田浩二（埼玉大・理），野田直紀（九州大大院・理），

馬場則男（工学院大・工），濱 清（生理研），濱田大三（大

坂府立母子保健総合医療センター），伴 匡人（大阪大蛋

白研），肥田岳彦（藤田保健衛生大・医），廣川信隆（東
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京大大院・医），廣瀬恵子（産総研シージンディスカバリ

ー），藤本 和（福井県大・看護），藤木幸夫（九州大大

院・理），藤本豊士（名古屋大大院・医），藤原 隆（愛

媛大・医・動物実験施設），寳谷紘一（名古屋大大院・

理），星野恭子（神戸大・理），細川史生（日本電子（株）），

眞木さおり（科技団・ICORP 超分子ナノマシンプロジェ

クト），馬杉美和子（生理研），松永康佑（神戸大・理），

松波秀行（大阪大大院・生命機能），松本友治（統合バイ

オ），真柳浩太（生物分子工学研），三尾和弘（産総研・

脳神経），光岡 薫（京都大・低温物質研究センター），峰

雪芳宣（広島大大院・理），宮澤淳夫（理研播磨），村手

源英（科技団），村山幸市（岐阜大・医），目黒知徳（鳥

取大・医），元木創平（日本電子（株）），森川耿右（生物

分子工学研），諸根信弘（楠見膜組織能プロジェクト），

柳井章江（山口大・医），山口晴保（群馬大・医），山田 穣

（大阪大大院・医），米倉功治（大阪大大院・生命機能），

若林健之（帝京大・理工），李 華（理研・ゲノム化学総

研），Barbara L. Armbruster（日本電子（株）），PERMANA 

SOFY（名古屋大大院・理），盛 子敬（山口大・医），KARDOS 

JOZSEFF（大阪大蛋白研），Michael W。 Lassalle（富士

レビオ（株）），Wei, Cao（東京大），趙 長久（山口大・

医），武 勝昔（京都大・医），ALI FERJANI（基生研），

金関 悳（基生研），佐原（松本歯科大），森山（松本歯科

大），高岸芳子（名古屋大），小林厚子（産総研関西），松

井俊憲（（株）アルゴ），野村忠範（旭化成（株）），荻野

二彦（日本電子（株）），渡邊宏明（（株）日立ハイテク

ノロジーズ），網蔵令子（基生研），野田健司（基生研），

水谷謙明（藤田保健衛生大），楠見明弘（名古屋大大院・

理），橋本貞充（東京歯科大・病理），窪田芳之，有井達

夫（生理研），臼倉治郎（名古屋大・医），松井信彰（豊

田通商），関嶋政和（産総研），定塚昌子（国立精神神経

センター），平松弘嗣（統合バイオ），荻原 明（生理研），

渡辺良雄（八神製作所），尾上靖宏（統合バイオ），山田

健志（基生研），松田 隆（（財）名産研），韓 盛 植（高

麗大学校），李 京 垠（高麗大学校），文 智 暎（高麗

大学校），濱崎万穂（基生研），村上政隆（生理研），杉谷

正三（統合バイオ），Hucek Stanislav（（株）キャンパス），

Minkov Dorian，伊藤俊幸，鈴木正崇，高橋佳子（統合バ

イオ），大河原 浩（生理研）

【概要】 

電子顕微鏡はかつて解剖学の雄として隆盛を誇った。

しかし近年分子生物学の勃興と光学顕微鏡のルネッサン

ス（各種蛍光顕微鏡）のため，その勢いは影を潜め，研

究 の フ ロ ン テ ィ ア と し て は わ ず か に electron 

crystallographyや electron tomographyで命脈を保っている。

こうした現況を背景に生物電子顕微鏡ルネッサンスの立

ち上がらんことを願い開催された。試料調整の進歩に寄

り掛かりすぎた過去の生物電顕の流れを考慮し，この国

際会議では 2 つの実験を試みたい。1 つは異なる道を歩

んで来た 2 つの生物電顕法，理学部主導の high solution

法（single particle analysis と crystallography）と医学部主

導の組織細胞化学（cellular histochemistry），の出会いの

場を作り，将来の協力関係の道を探る。もう 1 つは電子

顕微鏡の新しい波，位相顕微鏡法の現状を紹介し，その

長所を生かす道を生物への応用に探る。特に本来電子顕

微鏡の も得意とする所であり，しかも他の方法の追随

を許さない超分子（Supramolecules）構造の研究に焦点を

あてた。 

 

 

（1）EXPANDING PROTEIN STRUCTURE WORLD BY HIGH PRESSURE NMR. Characterization of 
reactive conformers of the prion protein 

 

赤坂一之（近畿大学 生物理工学部 生物工学科） 

 

A protein in solution is a thermodynamic entity, spanning, 

in principle, the entire conformational space from the fully 

folded N to the fully unfolded U. Although some alternately 

or partially folded higher energy conformers may coexist with 

N and U, they are seldom detected spectroscopically because 

their populations are usually quite low under physiological 

conditions. I describe here a new type of experiment, a 

combination of multi-dimensional NMR spectroscopy with 
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pressure, that is capable of detecting and analyzing structures 

and thermodynamic stability of these higher energy 

conformers. The idea is based on the finding that under 

physiological conditions the conformational order of a 

globular protein normally decreases in parallel with its partial 

molar volume (negative ∆V), so that under equilibrium 

conditions, the population is shifted to a less and less ordered 

conformer with increasing pressure. With the high space 

resolution of the multi-dimensional NMR, the method enables 

one to explore protein structure and stability in atomic detail 

in the entire conformational space from N to U with pressure 

and temperature as variables. The method will provide us with 

a strong basis for understanding the basic phenomena of 

proteins; function, folding and misfolding. 

Indeed, most globular proteins studied to date showed the 

presence of higher energy conformers either with an alternate 

fold or with local unfolding in addition to the unfolded 

conformer, suggesting that higher energy conformers are part 

of the design of most globular proteins. It is probable that the 

presence of these conformers is crucial for their function. An 

intermediate conformer of hamster prion protein was recently 

discovered by this technique, which is likely to be an 

obligatory intermediate to the Scrapie-type prion. 

 

 

（2）ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS OF THE CEREBRAL AMYLOID DEPOSITION 

 

山口晴保（群馬大学 医学部 保健学科） 

 

アルツハイマー病に特徴的な病理所見である脳 βアミ

ロイド沈着の臨床的意義と，その超微形態について概説

した。 

脳 β アミロイド沈着は，加齢に伴って 40 歳代から正

常中高年者の脳に出現する。そして，10～20 年をかけて，

β アミロイド沈着量が増加するとともに，神経原線維変

化が加わりシナプスが減って痴呆を発症する。 

β アミロイド沈着初期は，瀰漫性老人斑の形をとり，

ごく少量の βタンパクが沈着している。この時期の老人

斑は異常な形態を示さない，通常電顕で観察しても見い

だすことができない。そこで，隣接切片を免疫染色する

方法や，電顕切片を直接免疫染色する方法で，瀰漫性老

人斑内における βアミロイド沈着の超微形態を観察した。

すると，初期の βアミロイド沈着は線維の形態を示さず，

細胞突起の膜が金標識されただけであった。このことか

ら，β タンパクは膜結合 β タンパクとして沈着を開始す

ることを示した。そして，この膜結合 βタンパクが種と

なって多量の βタンパクが重合蓄積すると，細胞突起間

にアミロイド線維が出現することを示した。 

また，この研究過程で，reflection contrast microscope

を用いると，電顕用超薄切片をスライドグラスに載せて

直接光顕観察することができ，免疫電顕を効率よく進め

る上で有用な機材であることを示した。 

 

 

（3）Pressure Dissociates Amyloid-fibrillogenic Assembly of Disulfide-deficient Lysozyme Variant 
 

橘 秀樹（神戸大学 理学部） 

Tara N. Niraula，Hua Li，山田博昭（神戸大学 自然科学研究科） 

今野 卓（福井医科大学） 

赤坂一之（近畿大学 生物理工学部） 

 

アミロイド様繊維の形成はプリオンなどの病原性蛋

白質に限られたことではなく，蛋白質一般の性質ではな

いかと，近年考えられてきている。アミロイド様繊維構

造形成には，蛋白質の立体構造が部分的にアンフォール

ドした中間体が関与していると考えられているが，詳細

は明らかではない。一方，ジスルフィド結合を持つ蛋白
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質の場合，還元変性した分子種は一般に自己凝集する性

質を持つが，この反応の詳細もまた十分には明らかにさ

れていない。ここでは，天然状態でほぼアンフォールド

している，すべてのジスルフィド結合を欠損させたリゾ

チーム変異蛋白質が，17 S の沈降係数の，分子間 β構造

を含む可溶性会合体を形成することを報告する。この会

合体は長期間のインキュベーションによりアミロイド様

繊維を自発的に形成した。 近開発され，蛋白質研究に

応用されつつある高圧 NMR 測定を行った結果，17 S 会

合体はリゾチームモノマーあたり約23 kJ mol∠1の安定性

を持ち，53 ml mol∠1の体積減少を伴って高圧によって解

離することが示された。さらに，この会合反応には複数

の疎水性残基が関わっていることが示唆された。これら

の結果は，アミロイド様繊維形成に特定の部分構造を持

つ中間体が必須ではないこと，加圧による凝集体解離が

アミロイド繊維形成を予防すること，蛋白質残基レベル

でのアミロイド繊維形成初期過程の研究に高圧 NMR 法

が有用であること等を示すものである。 

 

 

（4）Perspectives in Alzheimer’s disease diagnosis 
 

荒井啓行（東北大学 医学部 老年・呼吸器病態学講座） 

 

正常と痴呆の間の知的グレイゾーンは，米国を中心に

Mild cognitive impairment と呼ばれアルツハイマー病に進

行する可能性の高い危険水域と見なされている。平成 11

年から本邦でも臨床の現場にアルツハイマー病治療薬と

してのコリンエステラーゼ阻害薬が登場したことは，患

者サイドでは「今は症状が軽くても将来進行する恐れが

あるならば，今の内から予防のための薬物治療を始めた

りライフスタイルの是正を試みたりして少しでも進行を

遅らせたい」という認識を生み出した。物忘れが次第に

気になってくる場合，患者はこれまでのような状態像の

評価のみならず，現時点での積極的な診断・治療を求め

て医療機関を訪れる。東北大学老年科では，MRI による

血管病変の評価および面接による記銘力検査と伴に脳脊

髄液タウ測定と神経機能画像などの Biomarker を用い，

その結果を患者またはその家族に説明している。100％言

いきることは困難としても，感度の高いこれらの検査成

績に異常がないことを聞いて安心する患者も多い。これ

が Biomarker の第 1 義的な臨床的有用性であろうと考え

ている。今後，痴呆症を克服していくには，病態に基づ

いた信頼できる Biomarker を開発し，無症候段階からの

予防医学的介入が重要になってくると思われる。 

 

 

（6）Image Enhancement with Phase Plates in Electron-Phase Microscopy 
 

永山國昭（統合バイオサイエンスセンター） 

 

位相差法の開発について過去 3 年間の研究結果を報告

した。i）2 つの位相差法（ゼルニケ位相差法と差分コン

トラスト法）の開発：ゼルニケ位相差法に用いるカーボ

ン膜は直径 100µm，厚さ 30nm で中央に約 1µm の円孔が

あいている。300kV の加速電圧のとき透過電子の位相が

π／2 後れるように調整されている。一方差分コントラス

ト法（光学顕微鏡の微分干渉コントラスト法と等価）で

は厚さ約 60nm の半円カーボン膜が用いられた。膜厚は

電子の位相が 300kV 加速電圧に対しπ後れるように調整

されている。両者ともコントラスト伝達関数が cos 型と

なり，原点付近の空間周波数が通常法に比し回復するの

で，極めて高い像コントラストを生む。この強いコント

ラストは生物試料の無染色観察に有利であり，細胞切片

や蛋白質への応用例について報告した。ii）位相板帯電

除去法の開発：電子位相法の大敵は位相板の帯電である。

歴史的に見るとこの深刻な障害のために位相差法が実用

化されてこなかった。位相板の徹底的なクリーン化と位

相板の電子顕微鏡内常時高温保持により問題解決を図っ

たことを報告した。 
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（7）NEW PHASE PLATE SYSTEM APPLIED TO THE 120KV TEM 

 

細川史生，新井善博（日本電子（株）） 

 

透過電子顕微鏡（TEM）への，光学顕微鏡と同様な効

果をもたらす位相板の応用に関して，応用の実現を困難

たらしめていた種々の問題点の解決手段を備えた 120kV

タイプ TEM を開発し，その装置概要とπ/2 位相板がコン

トラスト改善に明確な効果を示す応用データを紹介した。

TEM における位相板が過去において実用化されてこな

かったのは，位相板へのビーム照射中に堆積する汚れ，

および，汚れを原因とした電荷のチャージが 大の原因

と考えられる。細心の注意をもって作成した約 15nm の

一様な厚みをもつカーボン膜を位相板とし，これを TEM

の加熱ホルダーにてTEM鏡筒内に保持し約200℃で加熱

しつつ使用することで，汚れとチャージの問題は無くな

った。また，対物レンズ周りに位相板用に新たに設計し

た光学系を設置し，位相板が TEM の基本性能を阻害す

ること無く，同時に，位相板としての効果を 大限発揮

できるよう考慮した。アモルファス試料のパワースペク

トルの変調を解析することで，π/2位相板を用いた場合，

透過波と散乱波にπ/2 の位相差が付加されることが確認

できた。π/2 の付加的な位相差により，通常の TEM では

観察困難な（重金属染色のない）生物切片が十分なコン

トラストで結像できることを確認した。 

 

 

（8）Real-Time Phase Transmission Electron Microscope 
 

高井義造，西方健太郎，川崎忠寛，木村吉秀（大阪大学大学院 工学研究科） 

 

高分解能透過型電子顕微鏡に浮遊型加速電圧変調シ

ステムと高速画像処理機能内蔵型 CCD カメラを組み合

わせることで，実時間位相差透過電子顕微鏡を完成させ

た。この新しい電子顕微鏡では高速に加速電圧を変調し

ながら画像を収集し処理することで，球面収差の影響を

補正した位相差像を 1/30 秒の時間分解能で表示するこ

とができる。分解能は球面収差の補正効果により，0。

27nm から 0。14nm に向上させることができ，結晶表面

や界面の原子構造を収差を含んだオリジナル像より正

確に再現することが可能である。 

本研究では，この新しい装置を用いて金結晶表面の原

子の Flip-Flop 運動や協調的な集団運動，ならびに原子鎖

の形成とその振る舞いを観察した結果を報告する。特に

原子鎖の球面収差補正位相像観察とその動的な振る舞

い，および格子点間距離の解析により，切断される直前

に観察された原子鎖は単原子で形成された原子鎖であ

ることが確認できた。 
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（9）Cs-CORRECTION WITH COMPLEX OBSERVATION IN TEM 

 

Radostin Danev，永山國昭（統合バイオサイエンスセンター） 

 

Phase imaging with Conventional Transmission Electron 

Microscope (CTEM) is characterized by severe image 

modulation. Contrast Transfer Function (CTF) is usually used 

for modeling of the image formation. The most important 

parameters in the CTF are defocus and spherical aberration of 

the objective lens. For reconstruction of the complete, 

distortion-free phase information several CTEM photos taken 

at different defocus values are usually used 

The recent developments in the application of Zernike 

phase plate to TEM can make possible the application of the 

proposed Complex Reconstruction scheme. This scheme 

requires only two photos of the object: one taken with Phase 

TEM (PTEM) utilizing a Zernike phase plate and one taken 

with CTEM. Complex summation and consequent CTF 

demodulation give as a result the complete phase and 

amplitude object information. Experimental results are 

presented and practical aspects of the technique are discussed. 

 

 

（10）THREE-DIMENSIONAL STRUCTURAL ANALYSES OF FREE AND  
ACTIN-ASSOCIATED MYOSIN HEADS IN FUNCTION 

 

片山栄作，市瀬紀彦（東京大学 医科学研究所 分子構造解析 生体分子イメージング） 

八重口直樹・馬場則男（工学院大学 工学部 電気工学科） 

吉沢強志・丸田晋策（創価大学 工学部 生物工学科） 

 

われわれは，急速凍結フリーズレプリカ試料から蛋白

質複合体の 3 次元構造解析するために新たに開発した手

法を用いて，in vitro 滑り運動中のウサギ・アクトミオシ

ン複合体中でしばしば観察され，アクチンフィラメント

を抱き込む形で結合するミオシン頭部の構造解析を行っ

た。ミオシン頭部は ATP 結合により強く屈曲するが，そ

のX線結晶構造から予測されるシミュレーション画像は

上記のアクチン結合ミオシンの画像とは合致しない。そ

こで，不安定な中間状態において 2 価性試薬 (pPDM) で

化学架橋を施したミオシン頭部のレプリカ画像を捉えて

その 3 次元構造を解析したところ，滑り運動中のアクチ

ン結合ミオシンの画像と酷似することが判明した。その

構造は上記の屈曲した結晶構造のレバーアーム部分をほ

ぼ逆方向に回転させることにより得られるものであった。

一方，pPDM で架橋したホタテ貝ミオシン頭部の X 線結

晶構造がごく 近発表され，ADP 結合ミオシンに近いと

結論されているが，その構造はわれわれが見出したもの

とは全く異なる。ウサギ・ミオシンでは pPDM による架

橋は SH-1，SH-2 と称される 2 個のチオール基をつなぐ

が，ホタテ貝ミオシンでは SH-2 と近傍のリジンが架橋

されることが分かっている，これらのことから，種の異

なるミオシンの架橋産物が別の構造を取っているものと

考えれば説明可能であろう。軽鎖中の SH 基に入れた蛍

光標識のスペクトルの特徴も同様のことを示唆している。 
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（11）Dynamics of Cell Membrane Proteins and Lipids as Revealed by  
Freeze-Fracture Replica Labeling Electron Microscopy 

 

藤本 和 1,2,3，小川智史 3，村手源英 2,3 

（1福井県立大学，2科学技術振興事業団 CREST，3理化学研究所） 

 

従来，膜脂質についての細胞化学的研究は困難である

とされてきた。私たちは凍結割断レプリカ標識法によっ

て，赤血球，肝細胞や膵腺房細胞などの組織細胞におけ

るフォスファチジルコリン（PC）の局在を検討し，形質

膜のみならず，ミトコンドリアや小胞体などの細胞内小

器官の膜の EF-面に選択的に免疫金粒子の結合が観察さ

れるが，PF-面には全く金粒子の沈着が見られないか，あ

ってもごく少数が観察されるのみであることを示した。

この所見は，PC が膜の外葉に主として存在する，非対称

性の分布をしていることを明瞭に示唆した。興味深いこ

とに，このようなPCの非対称性の分布が膜融合の際に，

消失し，対称性の分布になることを見出した。また，ス

フィンゴミエリン（SM）の免疫標識において，免疫金粒

子は細胞膜のEF-面に多く，かつ均一に観察されたが，

PF-面では数個から数十個の金粒子が凝集して結合して

いる像が観察される。これらの所見は SM が細胞膜の外

葉に主として存在するが，内葉では SM がクラスターを

形成して存在していることを示唆した。さらに，T リン

パ球の抗原受容体（TcR）が SM のクラスラ領域とよく一

致した分布をしていることが分かった。現在，SM のよう

な脂質分子と種々の膜機能分子の局在の関連性について，

検索中である。 

 

 

（12）Torque-speed relationship of the Na+driven flagellarmotor 
 

石島秋彦（名古屋大学大学院 工学研究科） 

 

バクテリアべん毛モーターは，生物界において回転機

構を有する数少ない生体分子モーターである。我々は，

回転メカニズムを解明するために，様々な負荷を与えた

状態でのモーターの回転をナノメーターレベルでの計測

を行った。 

回転の計測には，べん毛部にポリスチレンのビーズを

固定し，その位相差像を 4 分割フォトダイオードに投影

することにより行った。様々なサイズのビーズを固定し

た状態での回転速度を計測することにより，モーターに

様々な負荷を与えることができる。その結果，発生トル

クは低回転域では一定となり，それ以上の回転域におい

て減少する傾向となった。さらに，外液のナトリウム濃

度を変化させたときの回転速度―トルク関係を計測した。

トルク，回転速度ともに外液ナトリウム濃度に大きく依

存し，ナトリウム濃度を下げると，トルク，回転速度と

もに減少する傾向を示した。 

その結果をもとに，単純な 4 状態モデルで再現するこ

とを試みた。まず，電気化学ポテンシャルが回転，トル

クに直接関係するというモデルを元に再現を試みたが，

外液のナトリウム濃度を変化させたときの結果を再現す

ることはできなかった。そこで，我々はさらにモーター

固定子へのイオンの結合，解離をふまえたモデルを検討

した。その結果，外液のナトリウム濃度の変化でのトル

ク－回転速度関係を実現することが可能となった。つま

り，モーターの回転メカニズムを考える上で，単純な電

気化学ポテンシャルだけでなく，イオンの結合・解離を

考慮に入れなくてはならないことが明らかになった。 
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（13）Electron Cryomicroscopy of Bacterial Flagellar Structures 
 

米倉功治（大阪大学大学院 生命機能研究科，科学技術振興事業団 ICORP 超分子ナノマシンプロジェクト） 

 

細菌の遊泳のための回転モーターであるべん毛は，約

25 種類の蛋白質からなる超分子複合体である。それは，

細胞の外膜と内膜を貫く基部体，トルク生成に関わるイ

オンチャネルや，細胞外では，一種類のタンパク質フラ

ジェリンの重合によって 10µm 以上にも伸張するべん毛

繊維，べん毛繊維先端のキャップ蛋白質等から構成され

る。このような超分子複合体の構造の解明には電子顕微

鏡法が適しており，また必須でもある。 

初に，べん毛繊維とキャップの複合体構造の低温電

子顕微鏡法による解析から得た，フラジェリンの結合の

度にキャップが回転し新たな場所に次の結合部位を形成

するという，べん毛繊維伸張のダイナミックなモデルに

ついて発表した。次に，直線型べん毛繊維のらせん対称

性を利用した解析から得た，約 4Å分解能の構造につい

て報告した。得られた構造からフラジェリン全長からな

るべん毛繊維の原子モデルを構築した。その結果，フィ

ラメント内側の coiled-coil を形成する 2 本の α-ヘリック

スが，他のサブユニットと疎水性相互作用し繊維を安定

化させていること，べん毛繊維中央のフラジェリン輸送

チャネル壁の親水的性質が，アンフォールド状態のフラ

ジェリン分子の素早い輸送に重要であること等がわかっ

た。 

 

 

（14）Switching and self-assembly of the bacterial flagellum 

 

難波啓一（大阪大学大学院 生命機能研究科 ERATO プロトニックナノマシンプロジェクト） 

 

細菌べん毛は回転機構や形態変換スイッチ機構をも

つ蛋白質ナノマシンである。細胞外へ伸びる細長いべん

毛繊維はらせん型の回転プロペラで，根元の高速回転モ

ータによって回転することにより推進力を産み出す。こ

の細長いらせん型繊維構造は一種類の蛋白質フラジェリ

ンから構築されたチューブ構造で，11 本の素繊維からで

きているが，各素繊維の周期構造（周期約 52Å）をわず

か 0。8Åだけ変化させ，同時に素繊維間の相互作用を 2

Åほど素繊維に沿ってずらして 2 状態構造を実現し，そ

の 2 状態間をスイッチする事により，様々な形態のらせ

ん構造の曲率とねじれを産み出している。電子顕微鏡，

X 線繊維回折，X 線結晶構造解析法を組み合わせて得た

べん毛素繊維の構造から，その曲率を産み出す素繊維周

期構造のメカニカルな高精度スイッチ機構が明らかにな

った。べん毛繊維の構造を安定化するフラジェリン両末

端ドメイン（D0）を取り除いて得られた X 線結晶構造に

は，周期構造の異なる 2 状態の素繊維構造（L 型 52。7

Å，R 型 51。9Å）のうち，R 型の構造が含まれていた。

そこで，この R 型素繊維モデルの原子座標を用いて計算

機による素繊維伸長シミュレーションを行い，この力学

的ナノスイッチがコアドメイン（D1）のサブユニット間

接触部位にあるβヘアピンのわずかな構造変化であるこ

とを同定した。また，極低温電子顕微鏡による解析を進

め，画像解析の様々な工夫によって，わずか 41,000 個の

分子像を平均することにより 4Å分解能の電子密度図を

得た。それを基にべん毛繊維の全構造に対する原子モデ

ルを構築し，繊維構造の形成機構や突然変異による直線

型繊維構造形成のしくみを解明した。 
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（15）Correlated Light and Electron Microscopy for Immunohistochemistry and in situ Hybridization; 
 with Special Reference to Structure and Function of the Stigmoid Body 

 

篠田 晃（山口大学医学部高次神経科学講座） 

 

現 在 我 々 は ， 免 疫 組 織 化 学 (IHC) と  in situ 

hybridization(ISH)の増感法の開発に加え，組織保持向上

のための高濃度グルタ− ルアルデヒド使用，浸透性向上

のための界面活性剤使用，エポン内扁平包埋法の採用等

により中枢神経等ヘテロな組織での電顕解析に有用な光

顕電顕相関型免疫電顕法 (IHC-EM) と  ISH 電顕法 

(ISH-EM)の開発に成功している。こうした方法によって，

脳内辺縁系-視床下部領域に広く分布するニュ− ロン内

細胞質封入体“斑点小体 stigmoid body”が見出され，そ

の構造と機能の解析がなされた。斑点小体は hPAX-P2

抗体によって標識される 1-3µm の顆粒繊維状封入体で，

Huntingtin-associated protein 1 (HAP1)が局在することが

知られる。ハンチントン病の原因遺伝子であるHuntingtin

が神経変性の標的部位である線条体のみならず脳全体に

発現する一方，HAP1 は神経変性を免れる視床下部，辺

縁系領域に発現する事実と，Huntingtin と HAP1 の同時

遺伝子導入法の結果より HAP1・斑点小体の発現が

Huntingtin による神経変性に対し抑制効果を示す可能性

を我々は示唆している。また，HAP1cDNA を astrocytes

や HEK293 に導入することで，培養細胞内小体に斑点を

誘導することに成功し，さらに ISH-EM 法による解析で，

HAP1ｍRNA が斑点小体内に局在することの証明に成功

した。これらは，HAP1 が斑点小体の形成に重大な関与

をすると同時に，斑点小体内で HAP1 のｍRNA からの合

成が行わることを強く示唆する。 

 

 

（16）Number and Density of AMPA-Type Glutamate Receptors in Synaptic Sites: Corresponding 
 Studies of Electrophysiology and Freeze-Fracture Replica Labelling 

 

重本隆一（生理学研究所 脳形態解析） 

 

凍結割断レプリカ法は細胞膜割断面の 2 次元的な形態

観察に有力な方法として長く用いられてきたが，レプリ

カ上で蛋白質を同定する方法は限られていた。近年，福

井県立大学の藤本和教授によって，凍結割断レプリカ上

で免疫標識を行う新しい方法，SDS-digested freeze- 

fracture replica labeling (SDS-FRL)法が開発され，多くの膜

蛋白質の分布解析がレプリカ上で可能となった。この方

法をさらに改良し，中枢神経系において神経細胞の

AMPA 受容体分子の分布を高感度で定量的に解析した。 

生後 3-4 日令の小脳分子層に存在するシナプスは登上

線維―プルキンエ細胞シナプスのみであるので，この領

域の興奮性シナプスをすべて集め，AMPA 受容体による

金標識の数と密度を解析した。その結果，登上線維―プ

ルキンエ細胞シナプスには非常に均一な約 1000 

particles/µm2 の標識が認められ，シナプス間の密度のば

らつきも非常に少なかった（CV=0.2）。この結果より，

これらのシナプスにはほぼ一定の密度で AMPA 受容体

が存在していることが明らかとなった。さらに金標識の

密度が，電気生理的解析から得られた受容体チャネルの

密度（900 channels/ µm2）に近いことから，1 個の受容体

につきほぼ 1 個の金標識が対応するという，高感度を達

成していることが明らかとなった。 
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（17）The Claudin Family: A Key Player in the Barrier Function of Epithelium/Endothelium  
in Multicellular Organisms 

 

月田承一郎（京都大学大学院 医学研究科 分子細胞情報学） 

 

多細胞生物体の生命維持のためには，まず上皮細胞シ

ートにより，外部環境と大きく異なる内部環境を保たな

ければならない。さらに，それぞれの個体は，環境の大

きく異なるいくつもの部屋に分けられている。これらの

部屋を仕切る壁，すなわちバリアーとして働くのは，や

はり上皮細胞シート，内皮細胞シートである。しかし，

これらの細胞シートを構成する細胞の間から水分子やイ

オンをはじめとする物質が漏れれば，バリアーの役割を

果たせない。細胞間からの物質の漏れを防ぐために，タ

イトジャンクション（TJ）と呼ばれる細胞間接着装置が

存在する。ここでは，隣り合う細胞間の距離がほぼゼロ

になるまで細胞膜が近づいており，細胞間をシールして

いる。さらに，この TJ は上皮細胞の極性の形成・維持に

も決定的な役割を果たしていると考えられている。した

がって，この TJ で機能する接着分子は，個体形成の上で

きわめて重要な分子であると考えられ，古くからその実

体が追い求められてきた。我々は，数年前に，この TJ

の接着分子として 4 回膜貫通蛋白質であるクローディン

を見出した。クローディンは大きな遺伝子ファミリーを

形成し，TJ のバリアー機能を直接担う蛋白質であること

が明らかになってきた。ここでは，クローディンに関す

る 近の知見，特に，ノックアウトマウスの作製から明

らかになってきた知見を紹介し，多細胞生物における上

皮のバリアー機能の重要性について論じた。 
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19．生体分子ダイナミクス 

2003 年 3 月 10 日− 3 月 12 日 

代表・世話人：桑田一夫（岐阜大学医学部） 

所内対応者：永山國昭（統合バイオサイエンスセンター） 

 

（１）分子シミュレーションによる生体超分子の機能解析 

北尾彰朗（日本原子力研究所 計算科学技術推進センター） 

（２）巨大分子の励起状態計算と量子構造生物学 

倭 剛久（名古屋大学大学院 理学研究科） 

（３）中性子非干渉性散乱からみたタンパク質動力学の不均一性 

片岡幹雄，中川 洋（奈良先端科学技術大学院大学） 

（４）分子シミュレーションによる生体高分子の中性子散乱スペクトル解析 

城地保昌（日本原子力研究所） 

（５）蛋白質の多型成，遅い揺らぎと機能 

石井由晴（科学技術振興事業団） 

（６）巨大分子混み合いと分子シャペロンの相互作用の理論 

金城 玲（神戸大学 理学部 化学科） 

（７）蛋白質の折れたたみ反応速度に対するトリフルオロエタノールの影響 

浜田大三（大阪府立母子保健総合医療センター研究所） 

（８）Dynamical Funnel を目指して 

戸田幹人（奈良女子大学 理学部） 

（９）蛋白質フォールディングのダイナミックス− 階層的規則性と分子記憶 

小松崎民樹（神戸大学 理学部） 

（10）動的な座標系のモデルによる蛋白質ダイナミクスの解析 

森次 圭，木寺詔紀（横浜市立大学大学院 総合理学研究科） 

（11）赤外振動エコー実験と分子動力学シミュレーションに基づく一酸化炭素結合ミオグロビンの A Substates

の構造とダイナミクス 

秋山 良（九州大学大学院） 

（12）鉄―ヒスチジン結合を通して観たヘムタンパク質のダイナミクス 

水谷泰久（神戸大学 分子フォトサイエンス研究センター） 

（13）フラビンを発色団とする光センサー蛋白質の構造変化ダイナミクス 

神取秀樹（名古屋工業大学 応用化学） 

（14）蛋白質の構造変化：線型応答的描像 

木寺詔紀（横浜市立大学大学院） 

（15）Characterization of protein conformers beyond basic folded ones by high pressure NMR 

赤坂一之（近畿大学） 

（16）高圧 NMR でみた蛋白質リゾチームのダイナミクス 

鎌足雄司（理化学研究所） 

（17）多体問題の厳密解について 

粟田英資（名古屋大学大学院 多元数理科学） 
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（18）Protein unfolding assay and its application to identifying prion protein conformation changing factor. 

金子清俊（国立精神神経センター） 

（19）プリオン蛋白質の遅い揺らぎと病原性 

桑田一夫（岐阜大学 医学部） 

（20）Ex vivo transmission of prions: analysis of strain, cell-tropism and interference. 

西田教行（長崎大学 医学部） 

（21）プリオンタンパク質の分子動力学シミュレーション  

―Ala117→Val アミノ酸変異による蛋白質構造の変化― 

沖本憲明（理化学研究所） 

 

【参加者名】 

下野昌宣（神戸大・理），横田恭宣（北陸先端大），工藤

基徳（北陸先端大），木寺詔紀（横浜市大大院・総合理

学），横溝 剛（東京薬科大・生命），長岡正隆（名古屋大

大院・人間情報），北尾彰朗（原子力研関西研・計算推進

センター），城地保昌（原子力研関西研・計算推進センタ

ー），桑田一夫（岐阜大・医），濱田大三（大阪府立母子

保健総合医療センター），金城玲（神戸大・理），三友大

輔（東京薬科大・生命科学），秋山良（九州大大院・理），

猿渡 茂（北里大・理），森次圭（横浜市大大院・総合理

学），戸田幹人（奈良女子大・理），北原 良（理研播磨），

剣崎博生（大阪大），水上 卓（北陸先端大・材料），石井

由晴（科技団・ソフトナノマシンプロジェクト），古明地

勇人（産総研・分子細胞工学），関嶋政和（産総研），中

村周吾（東京大・農），曹巍（東京大・農），鎌足雄司（理

研播磨），水谷隆太（東京大・薬），中村寛則（東京大・

総合文化），高橋卓也（岡崎計算センター），倭剛久（名

古屋大・理），星野恭子（神戸大・理），片岡幹雄（奈良

先端大・物質創成），神取秀樹（名工大・応用化学），桑

田弘美（岐阜大・医），足立みゆき（岐阜大・医），山口

敏男（福岡大・理），長野恭朋（統合バイオ），小久保裕

功（分子研），伊藤 暁（分子研），平野秀典（理研），小

松崎民樹（神戸大・理），水谷泰久（神戸大・分子フォト

サイエンス研究センター），角野光則（東京大），松永康

佑（神戸大・理），藤崎弘士（分子研），依田隆夫（分子

研），平松弘嗣（統合バイオ），徳富 哲（大阪府立大・先

端研），赤坂一之（近畿大生物理工学），粟田英資（名古

屋大大院・多元），新 竜一郎（長崎大大院・医），沖本憲

明（理研），金子清俊（国立精神神経センター），西田教

行（長崎大大院・医歯薬），冨永圭介（神戸大・分子フォ

トサイエンス研究センター），鈴木栄一郎（味の素ライフ

サイエンス研），Cao Wei（東京大大院・生命農），高野光

則（東京大大院・総合文化）

 

【概要】 

細胞の生理機能は，チャンネル，レセプター，細胞内

情報伝達系等の蛋白質によって主に担われている。多く

の蛋白質の「静的構造」は X 線回折，NMR，電子顕微

鏡等の技術の発展により，明らかにされつつある。しか

し，「静的」な平均構造からその機能を推定出来るかどう

か必ずしも明らかではない。即ち，生理機能は時間的な

変化とカップルしているものであるから，自然な状態で

の蛋白質のダイナミクスを理解しなければ，その機能を

理解することは出来ない。ここに蛋白質のダイナミクス

を研究する目的がある。 

内容としては，理論計算（蛋白質動力学計算等）及び

実験（NMR，ホール・バーニング（レーザー），ＣＤ連続

フロー，1 分子計測等）の両面から，蛋白質のダイナミ

クスに関する各研究者の 新のデータ及び考え方につい

て自由に討議する。単なる発表の場というよりも，従来

の古典力学や量子論を超える新しいパラダイムとしての

生体分子ダイナミクスの概念を，どの様に構築してゆく

かといった点を，形式にこだわらず，自由に討論する場

としたい。更に,蛋白質の機能や病原性に関わるメカニズ

ムを分子の構造や動きから詳細に解き明かし，これらを

通じて新しい科学技術分野の創出，及び予防・治療法の

開発を目指す。
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（1）分子シミュレーションによる生体超分子の機能解析 

 

北尾彰朗（日本原子力研究所 計算科学技術推進センター） 

 

現在，生体内反応の中核を担う蛋白質のアミノ酸配列

が大量に解明されている。しかし，これらの立体構造や

機能は未解明のものが多い。一方，新しい計算法の開発

とコンピュータ計算能力の急速な進歩は，これまでの時

空的制約を打破し，大規模で長時間のシミュレーション

を可能にしている。このような状況のもと，今後は分子

シミュレーションを用いた様々な生体系の機能解明が進

められていくと考えられている。すなわち大規模な分子

動力学計算をおこなうことで，タンパク質などの生体高

分子が多数集合して形成されるシステムを可能にしてい

く必要がある。日本原子力研究所 量子生命情報解析グ

ループでは，数百万原子・生体高分子数十分子からなる

大規模系の分子シミュレーションを実現するために，並

列化効率に優れた生体分子シミュレーション用のソフト

ウエアを開発している。 

我々は 終的には，既存のプログラムとは異なって，

様々な機能を含んだ統合的プログラムシステムでありな

がら，並列化効率のよい大規模分子シミュレーションプ

ログラムの開発を目指している。現在は，そのコアとな

る分子動力学計算モジュールの開発を進めている。講演

では，我々がどのようなシステムを目指しているかを述

べると共に，現状のプログラムについて解説し，それを

用いておこなう並列分子動力学シミュレーションによる

生体超分子研究の進展について発表した。 

 

 

（2）巨大分子の励起状態計算と量子構造生物学 

 

倭 剛久（名古屋大学院 理学研究科 物質理学専攻） 

 

光受容蛋白質は光エネルギーを生体エネルギーに変換

したり，光情報を高感度で検出する機能をもっている。

当研究は光受容蛋白質の光反応に対するアミノ酸残基の

影響を調べるものである。我々は光反応を駆動する力を

様々な寄与に分割する方法を開発した。イエロープロテ

インの場合，タンパク質が光反応に対して大きな寄与を

していることがわかった。また，蛋白質のどの部分が光

反応を駆動しているのかをコンピュータグラフィクスで

可視化する方法を開発した。この手法はタンパク質の構

造機能相関を調べる良い手法になりうる。また，光受容

蛋白質のような巨大分子の励起状態を精密にかつ高速に

計算するため，新規の方法を開発した。われわれの方法

は，活性部位を CI 法や saCASSCF 法で計算し，それを

取り囲むペプチド領域を FMO 法で計算する。両者はク

ーロン力を通じて相互作用させる。そして，活性部位の

計算とペプチド領域の計算を交互に繰り返すことにより，

蛋白質全体の電子状態を self- Consistent に求めるという

ものである。この方法をイエロープロテインに適用した

テスト計算について報告した。 

 

 

（3）中性子非干渉性散乱からみたタンパク質動力学の不均一性 

 

片岡幹雄，中川 洋（奈良先端科学技術大学院大学） 

 

蛋白質からの中性子非干渉性散乱は，基本的に水素原

子の位置の揺らぎを反映している。エネルギー変化が 0

の弾性散乱強度の対数を散乱ベクトルの大きさ（q）の自

乗に対してプロットすると，直線で近似できる領域があ

り，この直線の傾きから平均自乗変位（<u2>）が評価で

きる。様々な温度で<u2>を評価することにより，動力学

転移（ガラス転移）を調べた。非水和状態では，天然構造

と変性構造とでは動力学転移に差が見られるが，水和さ
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れることにより両者の差は見られなくなった。また 240K

で観測される転移は水和による非調和な運動の活性化に

よることが明らかになった。 

散乱角が大きくなると，直線からのずれが生じる。我々

はこの非ガウス性に動力学の不均一性が反映されている

と考えた。平均自乗変位に簡単な分布関数（ガウス分布

及び二値分布）を考え，動力学の不均一性を解析した。

温度や水和による分布の変化が求められた。それぞれに，

合理的な結果が得られたが，どちらの分布が蛋白質の動

力学をより正確に反映しているか，決定するには至らな

かった。いずれにせよ，非ガウス性は平均自乗変位の分

布，すなわち蛋白質動力学の不均一性を反映していると

結論できる。さらに，異なる蛋白質では，非ガウス性に

違いがあることが示された。我々は，非ガウス性を蛋白

質のかたさの指標として用いることができると考えてい

る。 

 

 

（4）分子シミュレーションによる生体高分子の中性子散乱スペクトル解析 

 

城地保昌（日本原子力研究所 計算科学技術推進センター） 

 

蛋白質中性子散乱データは生体高分子の機能を理解す

るのに重要な立体構造ダイナミクスの情報を含んでいる。

その大量で複雑な情報を含む中性子散乱データを解析す

るのに分子シミュレーションを含めた理論的方法が大き

な寄与をすることができる。本研究の目的は分子シミュ

レーションを利用して蛋白質の機能と関わる立体構造ダ

イナミクスを観測するのに必要な中性子散乱実験の測定

領域･解像度を明らかにすることである。今回，蛋白質の

基準振動解析と分子動力学計算を行いその結果を用いて

中性子非干渉性非弾性散乱スペクトルを計算した。基準

振動解析は蛋白質の調和的なダイナミクスを解析する方

法である。しかし実際の蛋白質の機能には水和効果や非

調和的なダイナミクスが深く関わることが知られている。

分子動力学計算ではこれらの効果を取り入れることがで

きる。つまり 2 つの方法からえられる中性子散乱スペク

トルを比較することにより蛋白質の機能と関わるダイナ

ミクスが(Q,ω)-spaceのどこで観測できるか調べることが

できる。300K でのシミュレーションからの解析結果では

非調和効果や水和効果が約 40cm-1以下で顕著にあらわれ

た。この結果は蛋白質の機能と関わるダイナミクスを観

測するにはこの領域で高解像の実験が必要であることを

示している。また 100K で同様の解析を行い 25cm-1付近

にあらわれるボゾンピークについても議論した。 

 

 

（5）蛋白質の多型性，遅いゆらぎと機能 

 

石井由晴（科学技術振興事業団） 

 

タンパク質は動的にその構造を変えながら生物のさま

ざまな機能を担っている。これまでタンパク質の振る舞

いを調べるには，非常にたくさんの数の分子を対象とし

て実験をし，その平均値を測定していたが，動的な変化

は平均値に隠れて見えない。そこで一つ一つの分子を直

接見て平均値では分からないタンパク質の動的挙動を計

測した。ここでは蛍光エネルギー移動法と 1 分子イメー

ジング技術を組み合わせ，タンパク質 1 分子の動的構造

を計測した。 

アクチン分子にドナーとしてテトラメチルローダミン

をアクセプターとして Cy5 特異的に標識化し，この間の

FRET を観察した結果，溶液中でこのタンパク質は少な

くとも 2 つの構造が共存することが示された。さらにこ

の複数個の構造の間をサブ秒から秒のオーダーでゆっく

りと転移していることがわかった。アクチンは生体中で

はモーター分子であるミオシンのレールとして働いてい

るが，ミオシンが滑り運動をしているとき，アクチンの

構造は多構造間の平衡をずらすようにして構造変化して

いることがわかった。アクチンがミオシンの運動に対し

単なるレールではなく，積極的に機能に関わっているこ
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とが示された。 

またRasは細胞内で信号伝達に関わるGTP結合タンパ

ク質である。タンパク質内の特定の位置を Cy3 で，GTP

を Cy5 で標識化し FRET を計測した。アクチンと同じよ

うに複数の構造が示唆された。Ras は信号伝達の分岐点

でいくつものタンパク質と相互作用することがわかって

おり，構造変化をすることで多数の信号伝達を切り替え

ていると考えられる。 

このようにタンパク質の構造は自由エネルギーの多数

の局所的極小値に対応して，複数個の構造が存在し，そ

の間をゆっくりと移転している動的な構造をとっている。

機能をするときこの動的な構造をさまざまに変えながら

機能していることが示唆された。 

 

 

（6）巨大分子混み合いと分子シャペロンの相互作用の理論 

 

金城 玲（科学技術振興事業団さきがけ，神戸大学理学部化学科） 

 

細胞内は混みあっている。この混みあった環境は通常

の in vitro の実験系の環境とはだいぶ異なっており，注目

するタンパク質性質に少なからず影響を与えると考えら

れる。混みあった状況での多種多用な蛋白質やその他の

巨大分子は，複雑な相互作用をしているが，とりわけ重

要なのは，排除体積相互作用である。なぜなら，その他

の相互作用があろうとなかろうと，巨大分子が存在する

限りその排除体積も存在するからである。巨大分子混み

あいによる蛋白質の安全性，折れたたみ，凝集に対する

影響を調べるために，単純な統計力学的模型を作って解

析した。分子種は蛋白質（天然状態・変性状態）および

「混みあい因子（crowder）」を考え，全て球状の形である

と仮定する。簡単のため，引力は変性状態の蛋白質間の

みに働き，その他は全て排除体積相互作用であるとする。

混みあい因子の濃度によって，蛋白質（とその集まり）

の状態がどう変るかを調べた。結果は以下の通り。 

（A）平衡状態では 

（1）混み合あいによって，変性蛋白質の凝集は促進さ

れる。 

（2）しかし，凝集が起らない範囲では，天然蛋白質の

安定性が増加する。 

（B）非平衡状態では 

（1）折れたたみ速度がもともと速い蛋白質は，混みあ

いによって折れたたみ速度がますます速くなり，

凝集は制御される。 

（2）折れたたみ速度がもともと遅い蛋白質は，混みあ

いによって，凝集の開始が加速される。 

さらに，系に分子シャペロンが存在する場合に，巨大

分子混みあいによって凝集とシャペロン活性の相関がど

う変化するか，という問題について議論する。 

 

 

（7）蛋白質の折れたたみ反応速度に対するトリフルオロエタノールの影響 

 

浜田大三（大阪府立母子保健総合医療センター研究所） 

 

「生体内で合成される蛋白質は，そのアミノ酸配列に特

有の立体構造へと自発的に折れたたまれる」この概念は

現代生物学においては，自明のことと考えられている。

しかしながら，自然界において，これほど多様で難解な

現象は他に例をみない。 

近年，種々の研究手法が開発され，個々の蛋白質の折

れたたみ反応過程について，詳細な機構が明らかにされ

てきた。一方，これらの情報を集約し，折れたたみ反応

の統一的原理を確立する段階までには，我々の理解は達

していない。 

個々の蛋白質の天然構造は，異なった相互作用の組み

合わせにより，安定化されている。個々の蛋白質に関し

て，これらの相互作用の役割，寄与について理解するこ

とは，折れたたみ反応の統一的原理を理解する上で重要

である。 

トリフロオロエタノール（TFE）は，蛋白質内部の疎水
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性相互作用を弱め，近傍の残基間で形成される局所的な

水素結合を安定化すると考えられている。そのため，多

量の TFE を含む溶媒中でポリペプチド鎖は，αヘリック

ス，βターン構造を多く含む構造状態を形成する。 

ここでは，上記のTFEの性質を利用し，二次構造含量，

分子量，折れたたみ反応様式の異なる 13 種類の蛋白質に

ついて，蛋白質折れたたみ反応に対する局所的な水素結

合の役割について調べた結果について，報告する。 

これらの結果から，個々の蛋白質の折れたたみ過程に

おける律速段階で形成される立体構造（遷移状態）や中

間状態の立体構造には，アミノ酸配列（内部因子）に依

存したバリエーションが存在するが，個々の蛋白質につ

いてそれらの構造特性は，溶媒条件（外部因子）に依存

しないことが示唆された。この結果は，蛋白質のフォー

ルディング・ランドスケープ構造の寛容性を示している。 

 

 

（8）Dynamical Funnel を目指して 

 

戸田幹人（奈良女子大学 理学部 物理科学科） 

 

本研究では，蛋白質の折り畳み過程に関して，Funnel

描像の基本的な前提は踏まえた上で，より動力学的な様

相を取り入れたモデルを考える。この意味で，本研究が

扱うモデルを Dynamical Funnel と呼ぶことにする。本研

究で扱うモデルは，次の三種類の自由度から構成される。

第一はファネル自由度である。本モデルでは，折り畳み

過程は，全体としてファネル状になったポテンシャル地

形上のダイナミックスと考える。ただし，このファネル

地形は，多くの凸凹を伴っており，なだらかな地形とは

必ずしも限らない。このファネル地形に沿った自由度が

ファネル自由度である。第二の自由度は，蛇行の自由度

である。折り畳み過程が，全体としてファネル的な傾斜

を持っているとしても，その地形を滑り降りる過程が，

一次元的な動力学であるはずは無い。むしろ，ファネル

に沿った方向は，多くの蛇行を伴っていると予想される。

その蛇行のために，ファネルに沿った運動は，曲がり角

において振動運動を励起し，ファネルの傾斜によって獲

得した運動エネルギーを失う。あるいは，ファネル地形

において，ところどころ存在する遷移状態を超える運動

は，次の遷移状態を超える運動に際して，自由度の組換

えが必要となろう。第三の自由度が熱浴を構成する一群

の振動モードである。 

実際の蛋白質の実験データや分子動力学では，ファネ

ル自由度として何を選ぶのがいいか，という問題そのも

のが問われる。また，上記の Dynamical Funnel のモデル

でも，蛇行の自由度との相互作用があるため，ファネル

地形を降りてくる過程は，必ずしもファネル自由度に沿

っているとは限らない。このような場合，ファネル方向

と も良く相関している，動力学的な（集団的）自由度

を，データから抽出するという課題が存在する。本研究

では，Broomhead らによって提唱された，局所主成分解

析を用いて，ダイナミックスの時系列データを解析する

試みを行ったので報告する。 

 

 

（9）蛋白質フォールディングのダイナミックス─階層的規則性と分子記憶 

 

小松崎民樹（神戸大学 理学部 地球惑星科学科） 

 

蛋白質の折れ畳みのダイナミックスにおいて発見され

た異常拡散，および，リボザイムの 1 分子計測で観測さ

れている状態転移ダイナミクスの長時間分子記憶現象は，

生体分子系の構造形成ダイナミックスはファネル型エネ

ルギー地形上を単なる“確率過程”として緩和する描像

では捉えきれないことを提言している。我々はこれまで

に，Thirumalai らの 46 バネービーズモデルなどの折れ畳

みシミュレーションで得られる時系列に対し埋め込み論

を適用し，揺らぎの大きい 10 数自由度の埋め込み次元

（運動がランダムであればあるほど，系を構成する全自由
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度の総数に漸近する）が相対的に低く，かつ転移温度で

は他の温度領域のそれに比べて顕著に小さく，転移温度

領域のダイナミックスは力学的な規則性を保有する傾向

にあることを示した。本講演では熱浴に浸されながらコ

ヒーレンスを持つ遅いダイナミックスの特徴付けを目的

とし，そのメカニズムを「解析」するための手法のひと

つとして，有限サイズリヤプノフ指数を蛋白質ダイナミ

ックスの解析に用いた。ある軌道 X(t)に対して有限の変

位δX(0)を与えた場合，ズレδX(ｔ)がある許容範囲∆を越

える時間 T(δX(0), ∆)を評価し，有限変位のリヤプノフ指

数λ(δX(0), ∆)を定義する。大振幅な主成分モード X(ｔ)

においては，δX(0)を変数としてλ(δX(0), ∆)を描くと，

δX(0)でλ(δX(0), ∆)に「大」から「小」への階段的転移，

すなわち，微視的には強いカオスであるが，メソスケー

ルでは規則性を備えた弱いカオスを呈することなどを見

出した。 

 

 

（10）動的な座標系のモデルによる蛋白質ダイナミクスの解析 

 

森次 圭，木寺詔紀（横浜市立大学大学院 総合理学研究科） 

 

強い非線形性を含む蛋白質の運動は，その生物学的機

能の発現に密接に関わっている。原子レベルの空間分解

能をもつ分子動力学シミュレーションは，蛋白質の非線

形ダイナミクスを解析する も強力な手段のひとつであ

る。本研究では，蛋白質のダイナミックな運動に適用し

うる解析法のひとつとして，各時間での運動を調和近似

により定義し，その調和運動の時間変化により長時間ス

ケールの運動を記述するモデルを考案した。 

調和運動の計算には，短い時間幅での主成分

解析を用いた。調和運動の時間変化は，線形なモ

ードで張られる座標系の並進（平均構造の変化）と回転

（モード方向の変化）として表現される。時間窓をずらし

ながら主成分解析の計算を繰り返すことにより，モード

座標系の並進と回転を時間軸に沿って観測した。 

まず始めに，ミオグロビンの温度一定の平衡状態

に対してこのモデルを適用した。時間変化する座

標系に沿った運動の様子をみると，固定軸方向には拡散

的であった運動が振動的なものになる点，また，平均構

造を取ることにより運動の振動成分が取り除かれる点か

ら，この調和近似モデルにより運動の拡散成分が座標軸

の並進・回転として効率的に抽出されることが確かめら

れた。運動の拡散成分としての座標軸の並進・回転を平

衡温度の関数として観測した結果，高温では非線形な運

動の寄与により全体的な調和運動の時間変化が大きくな

ることが明らかになった。 

 

 

（11）赤外振動エコー実験と分子動力学シミュレーションに基づく一酸化炭素結合ミオグロビンの A 
Substates の構造とダイナミクス 

 

秋山 良（九州大学 理学部） 

 

CO の結合したミオグロビン（MbCO）の伸縮振動を赤

外吸収でみると，3 つのメジャーな substates を見る事が

出来る。それらのスペクトルは，A0(~1965cm-1)，

A1(~1944cm-1)，A3(~1930cm-1)にピークを持つ。溶媒の状

態によってそのポピュレーションも変化する。これは蛋

白質の微視的構造の違い，とりわけヘムポケットの構造

の違いに関係すると期待される。 

しかし，これらの substate 間の遷移のタイムスケール

は，ナノ秒以下（A1<>A3），あるいはマイクロ秒以下（A3<> 

A1，A3）である事が知られており，NMR や X 線回折に

よる構造分析の時間分解能より速い。我々は，この問題

を分子動力学計算（MD）を使って調べた。比較する実

験は，非線形赤外分光の一つ，波長分解赤外振動エコー

実験である。 

我々は，まず 64 番目のヒスチジン（His64）のイオノ

ン環のε位の窒素がプロトネイトされたタイプの MbCO
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の MD を行った。その結果，His64 のイオノン環の

tautomerのそれぞれに対応する 2つの substatesが表れた。

それらは，以下に示す代表的な構造に帰属される。Red 

State では，Nεのプロトンが，CO の方向を向いている。

一方，Blue State では，Nεと Nσが，CO からほぼ同距

離にある。それぞれの State のトラジェクトリーから CO

の振動周波数が受ける変調の自己相関関数を計算し，

Fayer グループによる振動エコー実験と比較した。その比

較から，MD に現れたふたつの substates それぞれに赤外

スペクトルの A3(Red State)，A1(Blue State)が対応してい

る事がわかった。 

今回は，更に His64 の Nσがプロトネイトされた場合

のMbCOのMD結果も加えてダイナミクスにおける溶媒

の役割まで議論したい。 

 

 

（12）鉄―ヒスチジン結合を通して観たヘムタンパク質のダイナミクス 

 

水谷泰久（神戸大学 分子フォトサイエンス研究センター，科技団さきがけ研究 21） 

 

ミオグロビンやヘモグロビンでは，ヘムはヒスチジン

残基を通して主鎖とつながっている。したがって，鉄－

ヒスチジン結合は，ヘムとグロビンにおけるお互いの構

造変化を伝達する機能を持つ。ヘムからのリガンドの脱

離に伴う，鉄－ヒスチジン結合の変化を，時間分解共鳴

ラマン分光法を用いて調べた結果について述べた。ミオ

グロビンの鉄－ヒスチジン伸縮振動 [ν(Fe-His)]によるラ

マンバンドは，約 100 ピコ秒の時定数で 2 cm-1低波数シ

フトし，平衡状態（デオキシ形）の値へと近づいていっ

た。また，ヘモグロビンのν(Fe-His)バンドは，約 300 ピ

コ秒の時定数で 2 cm-1低波数シフトを示した。いずれの

振動数シフトもリガンドの脱離に伴う三次構造変化を反

映している。また，ヒスチジンと主鎖の共有結合を切っ

たミオグロビンミュータントや，リガンドの脱離に伴っ

て非常に大きな三次構造変化を起こす変性チトクロム c

の結果についても比較した。 

 

 

（13）フラビンを発色団とする光センサー蛋白質の構造変化ダイナミクス 

 

神取秀樹（名古屋工業大学 応用化学） 

 

生体分子は機能発現のため，分子の構造を過渡的に変

化させる。光受容蛋白質は機能発現を光で制御できるこ

とから，構造変化ダイナミクスを研究するのに適してい

る。光受容蛋白質の中で光を情報へと変換するものには，

視覚や古細菌の光センサーであるロドプシン，細菌の光

センサーであるイエロープロテイン，植物の赤色センサ

ーであるフィトクロムなどが知られている。これらはい

ずれも発色団の異性化反応によって蛋白質の構造変化が

誘起され，蛋白質の表面構造が変化する結果として「情

報」が伝達蛋白質へと伝えられる。ところが 近になっ

て，植物の青色センサーとしてフラビンを発色団とする

光受容蛋白質が発見された。異性化が考えられない光セ

ンサーにおいて，光の情報はどのように伝達蛋白質へと

受け渡されるのであろうか？ 

フォトトロピンは，植物の光屈性や葉緑体光定位運動，

気孔開口などに関与する青色光センサーであり，その発

見から 5 年ほど経過したばかりであるにも関わらず，さ

まざまな知見が激しい競争の中で得られている。例えば

異性化を利用した光センサー蛋白質が多くの中間体を経

由して蛋白質の構造を変化させるのに対して，フォトト

ロピンにおけるフラビン結合ドメインの光反応過程では

光反応中間体が１つしか現れない。結晶構造解析の結果

によると，反応中間体が生成しても蛋白質表面にほとん

ど構造変化がみられず，その光情報変換機構が興味を集

めている。本講演では，我々の低温分光法を用いた研究

を紹介し，この新しい光センサー蛋白質の構造変化ダイ

ナミクスに関して議論した。 
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（14）蛋白質の構造変化：線型応答的描像 

 

木寺詔紀（横浜市立大学大学院 総合理学研究科） 

 

蛋白質のダイナミクスにおける，基準振動的描像の成

功に基づいて，第 1 次近似として，基質結合に伴う応答

を線型のレベルで扱うことを考える。静的な線型近似に

おいて，摂動に伴う分布関数の応答は(1)式で与えられる。 

δφi r( ) 1 ≈ −β dr' δφi r( )δφ j r'( )
0

∫
j

∑ Vj r'( )  (1) 

ここで，δφi は原子 i の平衡位置のまわりの分布関数，

Vj は原子 j に対する外場， 0と 1はそれぞれ非摂

動（非結合）状態と摂動（結合）状態での平均を表す。

さらに，外場を 1 次までで近似して平均操作をすると，

構造変化の期待値は(2)式で与えられる。 

∆ri 1 = β ∆ri ∆rj 0j
∑ f j    (2) 

ここで， ∆ri 1 は基質結合に伴う原子 i の移動量，

∆ri∆rj 0 は非摂動状態でのゆらぎの分散共分散行列，fj
は原子 j にかかる外力である。このように，線型的な描

像では，応答の挙動は非結合状態のゆらぎによって決ま

ることとなる。この静的な表式では，分散共分散行列は

quasiharmonic近似として分子動力学計算の軌跡などから

計算することができて，そこに相当程度複雑なダイナミ

クスを反映させることができる。このことが基準振動解

析と同様に，蛋白質への適用で重要な意味を持つものと

期待される。 

 

 

（15）Characterization of protein conformers beyond basic folded ones by high pressure NMR 

 

赤坂一之（近畿大学） 

 

A protein in solution is a thermodynamic entity existing in 

dynamic equilibrium of multiple conformers. Extension of our 

knowledge to conformers beyond basic folded ones is crucial 

for understanding mechanisms of protein function, folding 

and misfolding. However, they have seldom been detected 

and their structures analyzed under closely physiological 

conditions. Detailed spectroscopic analysis of structures of 

kinetic intermediates in folding has also been hampered by 

their limited life times.  A new experimental strategy, 

utilizing pressure perturbation in conjunction with 

multi-dimensional NMR spectroscopy, allows direct NMR 

detection and structural analysis of higher energy conformers 

of proteins, disclosing the rich world of protein structure 

existing between the basic folded conformer and the fully 

unfolded conformer.  A number of peculiar intermediates 

have been detected and characterized in such proteins as 

RalGDS-RBD, β-lactoglobulin, dihydrofolate reductase, 

ubiquitin, apomyoglobin, p13MTCP1 and prion, showing that 

multiple conformers are general designs of nature for a wide 

variety of functional proteins.  Furthermore, close identity 

between the pressure-stabilized intermediates and the kinetic 

intermediates in folding is generally expected.  Possibility of 

extending structural analysis to the entire conformational 

space of proteins by high pressure NMR is discussed in terms 

of the “volume theorem of protein”and the energy landscape 

for folding. 

 

 

（16）高圧 NMR でみた蛋白質リゾチームのダイナミクス 

 

鎌足雄司（理化学研究所） 

 

タンパク質の構造は，その基底構造（いわゆる天然構

造）から準安定構造や変性構造などの多様な構造との平

衡状態にある。一般的に天然構造以外の構造はその存在

割合が低く，通常の生理的条件下では分光学的に検出す
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ることが困難である。圧力は，分子体積を軸に，もとも

と存在する蛋白質の多様構造間の平衡を部分モル体積の

小さな方へシフトさせる。これによって，天然状態から

逸脱した構造が観測可能となる。蛋白質の準安定構造は，

天然構造以上に，機能発現などに重要である可能性もあ

り，高圧 NMR は原子レベルでその構造解析を可能にす

る唯一の手法である。 

高圧 NMR 法によりニワトリリゾチームの天然構造内

での揺らぎの大きい部位を同定した。また，高圧かつ低

温で，準安定構造が安定化されることも見いだした。そ

れら，天然構造内部での揺らぎの大きい部位，および，

高圧・低温での変性部位は，いずれもタンパク質内部の

キャビティーや水和水近傍に位置し，その一部は活性部

位近傍に位置する。このことは，原子のパッキングや水

和が，天然構造内部での揺らぎや天然構造から準安定構

造への転移，ひいては機能発現をコントロールしている

可能性があることを示唆している。 

 

 

（17）多体問題の厳密解について 

 

粟田英資（名古屋大学大学院 多元数理科学） 

 

 

（18）Protein unfolding assay and its application to identifying prion protein conformation changing factor 
 

金子清俊（国立精神神経センター） 

 

Prion protein exists in two different isoforms, a normal 

cellular isoform (PrPC) and an abnormal infectious isoform 

(PrPSc), the latter is a causative agent of prion disease such as 

mad cow disease and Creutzfeldt-Jakob disease.  Amino acid 

sequences of PrPC and PrPSc are identical, but their 

conformations are rather different; PrPC rich in non β-sheet vs. 

PrPSc rich in β-sheet isoform. 

During its normal metabolism, PrPC is cleaved in the 

middle of the potential β-sheet region, thereafter it cannot be 

converted into PrPSc anymore. Once PrPC escapes this 

pathway, however, PrPC is converted into PrPSc templated by 

PrPSc itself in assistance with hypothetical yet unidentified 

host factor.  Since the two isoforms have quite different 

conformation, this host factor might be a molecular chaperone, 

which enables to override an energy barrier between PrPC and 

PrPSc.  This means that these two molecular events, PrPC 

degradation and PrPSc formation is mutually exclusive. 

Our prion research focuses on further understanding such 

an unprecedented mechanism by identifying auxiliary 

factor(s) other than PrPC and PrPSc. Our current targets are, 

(1) yet unidentified protease cleaving PrPC during its normal 

metabolic pathway, and (2) unknown host-specific factor(s) 

involved in PrPSc formation. 

 

 

（19）プリオン蛋白質の遅い揺らぎと病原性 

 

桑田一夫（岐阜大学 医学部 高次情報統御学講座） 

 

ハムスター・プリオン（ShPrP（90-231））の遅い揺らぎ

を 15N 核の緩和時間（CPMG 分散法）を用いて計測し，

高圧 NMR で既に得られている局所的な熱安定性の差，

及び経験的に知られている病原性を示す変異部位と比較

した。 

その結果，ミリ秒のオーダーの揺らぎを示すアミノ酸

残基は，C 端のヘリックス（ヘリックス B,C）を形成し

ている部分に優位に見られ，熱安定性が相対的に低い部
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位とよく一致していた。このことは，蛋白質におけるミ

リ秒の遅い揺らぎは，天然構造を中心としたピコ～ナノ

秒の速い揺らぎとは根本的に異なり，プリオン中間体へ

の構造転移も含むグローバルな揺らぎであることを示し

ている，と考えられる。 

また，臨床的に知られている病原性を引き起こす変異

は，ヘリックス B，C 領域に集中しており，この領域の

ダイナミクスが，プリオンの病原性，特に感染性と深い

関連があることを示唆している。N 端の疎水性クラスタ

ーには，GSS を引き起こす変異が一ヶ所あるが，感染性

は低い。このことは，C 端の構造形成部分と疎水性クラ

スターとの間の長距離相互作用が，何らかの形で病原性

そのものの発現と関連しているのだろう。

 

 

（20）Ex vivo transmission of prions: analysis of strain, cell-tropism and interference 
 

西田教行（長崎大学 医学部） 

 

プリオン蛋白質の性状とその異状化のメカニズムが近

年明らかにされつつあり，プリオン病 

の病態は解明されつつあるといえよう。しかし一方で

病原体の本体が異常プリオン蛋白質そのものであるとの

証明は困難で未だ成功していない。我々は病原体の本体

の解明を目標に，培養細胞でのプリオン持続感染系を樹

立し，種々の実験を現在行っている。今回以下の 3 つの

異なる興味深い事象について報告する。 

（1）以前よりプリオンには多数の性質の異なる株が存

在することが知られているが，もし病原体が遺伝子を持

たないならば如何に性質を保持していくのか極めて興味

深い。我々は 3 種類の由来と性状の異なるプリオン（ス

クレイピー由来の 22L と Chandler 株，GSS 由来の FK-1）

の持続感染細胞系を樹立した。これらの細胞をマウス脳

内に接種するとやはり株特異的症状，潜伏期をもって発

症し，病理学的にも株特異的病変を認めた。感染細胞に

認める異常プリオン蛋白を同じ株に感染したマウス脳内

のものと比較すると，異なる泳動度を示すプロテアーゼ

抵抗性バンドパターンを示し，N 末の切断点に相違があ

ると思われた。このことがプリオン蛋白の異常構造に変

化が生じた結果だと大胆に仮定すると，株特異的性質を

保持する情報物質はプリオン蛋白以外のものである可能

性がある。 

（2）株特異的病変が生じることは，株ごとに細胞指向

性のパターンが異なるのではないかと推測されているが，

その直接証明はなく，また詳細は明らかではない。我々

は上記の 3 種類の株を，neuroblastoma cell（Neuro2-a），

mouse hypothalamic neuronal cell（GT1-7），tratocarcinoma 

cell（1C11）に in vitro 感染を試み，22L と Chandler 株が

Neuro2-a に比較的よく感染するのに対し，FK-1 は 1C11

に比較的指向性があることがあきらかになった。こうし

た株間の指向性の違いは何が規定するのか現在解析中で

ある。 

（3）異なる株間にウイルス学でいうところの干渉現象

が見られることがある。つまり先行する感染が存在した

場合，後続の病原体の感染が成立しない。しかし，これ

までの多くの研究は in vivo で行われており，生体の免疫

系が本当に関与していないのか不明であった。GT1-7 細

胞を用い，スクレイピー株を先行感染させ，ヒト由来の

FK-1 の重複感染を試みたところ，細胞レベルでの解明は

プリオン病の治療方法を見つけることにつながるかもし

れない。 

 

 

（21）プリオンタンパク質の分子動力学シミュレーション 

―Ala117→Val アミノ酸変異による蛋白質構造の変化― 

 

沖本憲明（理化学研究所） 
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20．「シナプス可塑性とまるごとの脳機能」 

2002 年 5 月 23 日－5 月 24 日 

代表・世話人：井ノ口 馨（三菱化学生命科学研究所） 

所内対応者：森 泰生（統合バイオサイエンスセンター） 

 

（１）魚の逃避運動を発現するマウスナー回路の可塑性 

小田洋一（大阪大学大学院 生命機能研究科） 

（２）記憶課題中の情報コーディングとセル・アセンブリの活動 

櫻井芳雄（京都大学大学院 文学研究科） 

（３）転写調節因子 CREB による記憶の固定化・再固定化の制御 

喜田 聡（東京農業大学 応用生物科学部） 

（４）マウス嗅覚系における神経回路形成の分子機構 

坪井昭夫（東京大学 大学院理学研究科） 

（５）発達期の神経活動が視覚野神経回路に与える影響 

畠 義郎（鳥取大学 医学部） 

（６）扁桃体における随意行動発現の神経機構 

西条寿夫（富山医科薬科大学 医学部） 

（７）フェロモン記憶を支えるシナプス可塑性 

椛 秀人（高知医科大学） 

（８）痛みと可塑性 

植田弘師（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科） 

（９）マウス瞬目反射条件付けの分子神経機構 

桐野 豊（東京大学大学院 薬学系研究科） 

（10）イムノトキシン細胞標的法を用いた大脳基底核神経回 路の機能研究 

小林和人（福島県立医科大学 医学部） 

（11）神経インパルスの発火パターンと分子変化 

伊藤康一（東京都臨床医学総合研究所） 

（12）線虫の化学走性行動とその可塑性 

飯野雄一（東京大学 遺伝子実験施設） 

（13）ナメクジの匂い中枢における同期振動活動の生理的意義 

渡辺 恵（東京大学大学院 薬学系研究科） 

 

【参加者名】 

井ノ口馨，斎藤喜人，井上浩太郎，上田洋司，沼澤理子

（三菱化学生命科学研究所），伊藤康一（東京都臨床医学

総合研究所），桐野豊（東京大学大学院薬学系研究科），

小林和人（福島県立医科大学医学部），高橋正身（北里大

学医学部），椛秀人（高知医科大学），畠義郎（鳥取大学

医学部），渡辺恵（東京大学大学院薬学系研究科），櫻井

芳雄（京都大学大学院文学研究科），高橋晋（慶應義塾大

学大学院理工学研究科），植田弘師（長崎大学大学院医歯

薬学総合研究科），尾藤晴彦（京都大学大学院医学研究科），

喜田聡，細田浩司，鈴木章円（東京農業大学応用生物科

学部），遠藤健吾，高橋清文（東京農業大学応用生物科学

部），西条寿夫（富山医科薬科大学医学部），真鍋俊也，

新里和恵（神戸大学大学院医学系研究科），渡部文子（東

京大学医科学研究所），城山優治，志牟田美佐，熊澤紀

子，片山憲和，有馬史子，松井 稔（東京大学医科学研

究所），小田洋一（大阪大学大学院生命機能研究科），坪
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井昭夫（東京大学大学院理学研究科），飯野雄一，広津嵩

亮，富岡征大，池田大祐（東京大学遺伝子実験施設），狩

野方伸，山崎美和子，吉田隆行，鳴島円，橋本谷裕輝（金

沢大学大学院医学系研究科），和田由美子（理化学研究

所），伊澤栄一（名古屋大学生命農学科），堀尾修平（徳

島大学薬学部），吉田 敏（岐阜大学工学部生命工学科），

青木直哉（名古屋大学生命農学科），柳原大（豊橋技術科

学大学），西田基宏，吉田卓史，五日市友子，山田和徳（統

合バイオサイエンスセンター）  

 

 

【概要】 

シナプス可塑性の研究に立脚しつつ，その視点から丸

ごとの脳機能を理解することを目指して研究を進めてい

る研究者が一堂に会して，脳の高次機能を本当に理解す

るためにどのようなアプローチが可能かを議論し，今後

の展望を探索した。 

近の脳神経研究の進展によりシナプス部位での情

報処理，すなわちシナプス可塑性の分子機構については，

不十分な点はあるにせよ，ある程度全体像が見渡せるよ

うになった。そこで本研究会ではその先の問題である「シ

ナプス可塑性と神経回路レベルの情報処理」や「シナプ

ス可塑性と脳内の情報コーディング」に焦点を当てた。

具体的には，学習・記憶をはじめ情動や感覚情報処理な

ど幅広い脳機能を対象とし，情報がどのように処理され

ているのかを分子レベル・回路網レベルさらには行動レ

ベルまで含めて包括的に考察し，脳高次機能の全体像を

解明するための手がかりが得られた。 

 

 

 

（1）魚の逃避運動を発現するマウスナー回路の可塑性 

 

小田洋一（大阪大学大学院 生命機能研究科） 

 

硬骨魚の逃避運動をトリガーするマウスナー (M) 細

胞は入出力系が単純明確で，しかも逃避運動と M 細胞の

活動が 1:1 に対応するので，学習における運動変化とシ

ナプス可塑性の因果関係を直接調べる系として注目さ

れる。実際に，キンギョの M 細胞上に起こる抑制性シナ

プスの長期増強 (LTP) と逃避運動の学習とのリンクを

明らかにした(Oda et al.，1998)。さらにゼブラフィッシ

ュ稚魚の M 細胞にレーザ顕微鏡を用いて抑制性シナプ

ス応答を初めてイメージングし(Takahashi et al.，2002)， 

LTP を光学計測した。また，M 細胞の相同ニューロンか

らなる神経回路からこの運動の並列処理過程に迫りた

いと考えている 

 

 

（2）記憶課題中の情報コーディングとセル・アセンブリの活動 

 

櫻井芳雄（京都大学大学院 文学研究科） 

 

近年の実験心理学が提唱してきた「情報ネットワーク

とその変化による記憶情報処理」を，脳内の機能的な神

経回路（セル・アセンブリ）とその動的変化という，具

体的実体として検出することを目指している。研究スト

ラテジーは，複数の記憶課題（マルチタスク）を行って

いる同一動物の脳内から，複数のニューロン活動（マル

チニューロン活動）を，全ての課題を遂行している期間

にわたり連続的に同時記録することである。これまでに，

それぞれ異なる刺激情報をコードするマルチタスクを同

一のラットが行う際，海馬体と新皮質において，互いに

重複したニューロンから成るセル・アセンブリが課題の

種類をコードしていることを示した。また，刺激情報を

弁別する課題をコードするセル・アセンブリが，その刺

激が持つ時間情報を弁別する課題をコードするセル・ア

センブリを完全に内包することも明らかにした。しかし，

そのような行動と電気生理の組み合わせだけでは不十分
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であり，課題中に実際に活動している広範な神経回路網

を可視化することも必要である。そこで，ラットがマル

チタスクを遂行している際，課題の違いにより遺伝子

（c-Fos）発現が動的に変化することを示した 近の実験

結果についても紹介する。 

 

 

（3）転写調節因子 CREB による記憶の固定化・再固定化の制御 

 

喜田 聡（東京農業大学 応用生物科学部） 

 

記憶は学習，短期記憶を経て固定化され，固定化後に

も保持・想起といった様々なプロセスを経て活用される。

また， 近，想起された記憶が，再貯蔵される過程でも，

固定化と類似した分子機構による再固定化のプロセスが

存在することが提唱されている。一方，記憶の固定化に

必須である新規遺伝子発現に，転写調節因子 CREB が関

与することは，CREBα/δ欠損マウスが長期記憶形成に障

害を示すことから示唆されている。 

我々は，この CREB の学習・記憶の様々なプロセスに

対する役割，CREB による記憶形成の分子機構を明らか

にする目的で，前脳において LBD-CREB S133A を発現し，

薬剤（タモキシフェン投与により CRE を介した転写を誘

導的に阻害可能なトランスジェニックマウスを作製した。

現在までの行動学的解析から，CREB が記憶の固定化，

さらに，再固定化のプロセスに必須であることが明らか

となった。また，CREB を介する情報伝達を強化したト

ランスジェニックマウスの作製も行っており，その解析

結果も紹介する。 

 

 

（4）マウス嗅覚系における神経回路形成の分子機構 

 

坪井昭夫（東京大学大学院 理学研究科） 

 

動物の嗅覚系では，全遺伝子の約 2～3％を占める一千

種類のメンバーから成る嗅覚受容体遺伝子ファミリー

により，数十万種類の匂い分子が識別されている。一般

に，嗅上皮上の嗅細胞において，匂い分子はその官能基

を介して複数の嗅覚受容体と異なる親和性で結合し，高

等それに伴い嗅球において，それら受容体に対応する糸

球が，結合の度合いに応じて異なる強さで興奮する。従

って，個々の匂い分子は，嗅球における糸球の空間的な

興奮パターン（topographic map）の相違として識別され

ると考えられている。私共のグループでは，嗅覚系にお

ける匂い分子の識別に関して，次の 2 点に焦点を絞って

研究を進めている。第一には，どの様な機構によって

個々の嗅細胞が，嗅覚受容体遺伝子群の中から一種類の

みを選択し，然も片方の対立形質のみを発現するのか，

第二には，同じ種類の受容体を発現する嗅細胞が，何を

手掛かりに軸索を嗅球に伸展し，特定の位置に収斂して

topographic map を形成するのかである。本研究会では，

これらの分子機構に関する 新の知見を紹介したい。 

 

 

（5）発達期の神経活動が視覚野神経回路に与える影響 

 

畠 義郎（鳥取大学 医学部） 

  

ヒトやサル，ネコなどの哺乳動物では，大脳皮質一次

視覚野の生後発達に正常な視覚体験が必要であり，異常

な視覚入力のもとでは視覚野の神経回路網やニューロン

の光反応性が異常になったり，失われたりする。例えば，

発達期の動物において，一方の眼をふさぐなどして視覚

入力を遮断すると，一次視覚野のニューロンは遮断され
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なかった方の健常眼にのみ反応するようになる。この現

象は，個体レベルの可塑性のモデルとして数多くの研究

がなされており，神経活動に依存したメカニズムを基盤

とすることが明らかとなってきた。 

さらに，その分子メカニズムを探る研究から，視覚野

の可塑性に各種神経栄養因子が重要な役割を果たす可能

性が提唱されている。中でも，脳由来神経栄養因子は発

達期の視覚野において，視床からの入力線維の皮質内分

布に影響を与えることが報告され，特に注目されている。

以上のような，神経回路網発達における神経活動や神経

栄養因子の役割に関する知見を紹介する。 

 

 

（6）扁桃体における随意行動発現の神経機構 

 

西条寿夫（富山医科薬科大学 医学部） 

 

近年，扁桃体など大脳辺縁系が随意的な行動発現に関

与していることが示唆されて いる。本研究では，ラット

を用いて要素感覚刺激（聴覚または視覚刺激）および構成

感 覚刺激（聴覚および視覚刺激の同時呈示）と報酬刺激

の連合課題を学習させ，課題遂行 中のラット扁桃体ニュ

ーロンの応答性を解析した。さらに，消去学習（感覚刺

激と報 酬の連合の解消）および再連合学習（感覚刺激と

報酬の再連合）に対する扁桃体ニュ ーロンの応答性を解

析し，これらの学習中に可塑的に応答するニューロンの

応答性と 学習行動との相関を解析した。その結果，155

個の応答ニューロンのうち，62 個が報 酬刺激と連合す

る感覚刺激だけに応答した。これら 62 個の識別応答ニュ

ーロンのうち 45 個に対して消去・再連合学習課題をテ

ストした結果，26 個のニューロンは，消去・ 再連合学

習中に応答が可塑的に変化し（可塑的応答ニューロン），

扁桃体基底外側核 に局在していた。また，これら可塑的

応答ニューロンの応答性とラットの行動との間 に有意

な相関のあることが明らかになった。これらのことから，

基底外側核が感覚刺 激と報酬の連合，およびそれにつづ

く行動発現に重要な役割を果していることが示唆 され

る。

 

 

（7）フェロモン記憶を支えるシナプス可塑性 

 

椛 秀人（高知医科大学） 

 

交尾を契機に雌マウスに形成される雄フェロモンの

記憶は，妊娠の成立に重要な役割を果たしている。この

記憶を支えるシナプスの可塑的変化は，鋤鼻系の 初の

中継部位である副嗅球に起こる。副嗅球の中継ニューロ

ンであるグルタミン酸作動性僧帽細胞は副嗅球に内在す

る GABA 作動性顆粒細胞との間に，樹状突起同士の相反

性シナプスを形成している。交尾刺激とフェロモン刺激

が副嗅球において連合することによって，種々の情報分

子が関わり，相反性シナプスに可塑的変化が生じる。本

研究会では， 近の知見をもとにフェロモン記憶を支え

るシナプス可塑性のメカニズムについて考察する。 

 

 

 

（8）痛みと可塑性 

 

植田弘師（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科） 

 

「切り取られた右腕の親指が痛くて我慢が出来ない」。

このような痛みは「幻肢痛」と呼ばれ，痛みが記憶とし

て残ることを明瞭に表している。手術中にのみ有効な麻

薬性鎮痛薬を投与すると，いわゆる術後痛という慢性痛
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が軽減される（先制鎮痛）という臨床経験は手術中の痛

み記憶こそが，その慢性痛の原因たることを示してい

る。帯状疱疹などによる神経傷害が回復した数ヶ月後に

痛みが再発する神経因性疼痛では触覚が痛みに切り替

わるという神経回路のスイッチ機構が関与することが

知られている。こうしたメカニズムを分子のレベルで解

明する手がかりを得， 近では創薬を目指した戦略的な

研究も始めています 

 

 

（9）マウス瞬目反射条件付けの分子神経機構 

 

桐野 豊（東京大学大学院 薬学系研究科） 

 

瞬目反射条件付けは，音を条件刺激 (CS)とし，瞼への

電気刺激（又は眼への空気吹きつけ）を無条件刺激(US)

とする古典的条件付けの一つである。これまで，主とし

てウサギを用いて，遅延条件付け（CS に遅れて US が始

まり同時に終了する）の神経機構が研究されてきた。そ

の結果，この学習には，小脳中位核と小脳皮質が必須で

あり，また，小脳皮質の平行線維 プルキンエ細胞シナ

プスの LTD がその神経 substrate であるという有力な仮

説が提唱されていた。 

我々は，いくつかの遺伝子変異マウス，薬物処理によ

り脳の一部を不活性化したマウス等を用いた実験から，

小脳 LTD 欠損マウスでは遅延条件付けが強く障害され

ることを見出し，これまでの小脳 LTD 仮説を支持する結

果を得た。しかしながら，小脳 LTD 欠損マウスにおいて

も，トレース条件付け（CS 終了後に US が開始する）は

正常であることを見出した。脳は瞬目反射に関わる神経

機構をいくつか潜在的に有しており，パラダイムに依存

してそれらを発動させるものと思われる。 

 

 

（10）イムノトキシン細胞標的法を用いた大脳基底核神経回路の機能研究 

 

小林和人（福島県立医科大学 医学部） 

 

イムノトキシン細胞標的法は，複雑な神経回路から特 

定のニューロンタイプを誘導的に除去する分子遺伝学の

アプローチである。ドーパミ ンは大脳基底核の神経回路

を介して，運動および運動と関係する学習の制御に重要

な 役割を持つ。ドーパミンの作用は線条体における複数

の投射ニューロンと介在ニュー ロンへの促進性あるい

は抑制性の応答を誘導する。イムノトキシン細胞標的法

を利用 して線条体の特定ニューロンタイプを除去する

ことにより，ドーパミンが大脳基底核 回路を調節する仕

組みが明らかになる。 

 

 

（11）神経インパルスの発火パターンと分子変化 

 

伊藤康一（東京都臨床医学総合研究所） 

 

脳の機能は，多数の神経細胞とグリア細胞が複雑に絡

み合った回路の活性化が神経インパルスによって発現す

る。脳の機能の複雑さから神経インパルス発火パターン

とそれに関与する分子の分子レベルでの相互関係は未だ

不明な点が多い。神経細胞は，他の脳細胞には見られな

い特殊な機能，電気活動により情報が伝達され更に神経

の可塑性が起こす，がある。つまりこの機能を理解する

ことは脳高次機能の一つである学習と記憶のメカニズム

を理解する上で重要な事である。本研究会において，培

養神経細胞を用い様々なパターンでの電気刺激により特

異的な変化を示す分子について考察したい。 
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（12）線虫の化学走性行動とその可塑性 

 

飯野雄一（東京大学 遺伝子実験施設） 

 

線虫 C. エレガンスは全細胞が約 1000 個しかなく，そ

のうち 302個が神経細胞である。これらの神経細胞は 118

種の形態的に異なった神経の集まりであると言われてい

る。電子顕微鏡観察により，その神経系の全ネットワー

クが明らかになっているという稀有の特徴を持つ。 

我々はこの線虫の化学走性行動とその可塑性に関わ

る遺伝子の解析を進めている。線虫を匂い物質に数分間

曝すことにより，その後の匂い物質への化学走性が顕著

に低下する。匂い物質の受容とこの化学走性の可塑性に

おける Ras-MAP キナーゼシグナル伝達経路の多彩な働

きについて議論したい。 

一方，線虫を餌のない状態で水溶性誘引物質に数時間

曝すと，その物質への化学走性が正から負へと変化する。

この可塑性には新しいタイプの分泌タンパク質である

HEN-1 と，インシュリン様シグナル伝達経路が働いてい

ることを見い出しており，これらの解析結果についても

紹介する。

 

 

（13）ナメクジの匂い中枢における同期振動活動の生理的意義 

 

渡辺 恵（東京大学大学院 薬学系研究科） 

 

多くの脊椎動物と無脊椎動物の感覚中枢神経で同期

振動が存在している。同期振動を生じるメカニズムは多

様であるが，多くの場合抑制性介在神経が重要な働きを

している。チャコウラナメクジの二次嗅覚中枢である前

脳は 10 万個程度の微小な神経細胞から構成され，同期振

動を生成する抑制性介在神経のバーストニューロンと，

匂い情報をコードしていると考えられるノンバーストニ

ューロンが含まれる。前脳は無刺激時には約 0.7 Hz の局

所場電位振動を生じている。触角へ匂い刺激を行うと，

局所場電位の振動数や波形が変化するが，特に忌避性の

匂い刺激は誘引性の匂いに比べて強く振動数を増大させ

た。振動数増加はバーストニューロンからノンバースト

ニューロンへの抑制性入力を増加させる。忌避性の匂い

は外套膜収縮などの忌避行動を生じるが，このとき前脳

の振動数増加に伴うノンバーストニューロンの抑制によ

り，嗅覚レセプターから運動神経への経路の脱抑制が生

じていることが予想される． 
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COE国際シンポジウム 

（第 30回生理研国際シンポジウム） 
 

 本シンポジウム（“Frontiers of Biological Electron Microscopy−Proteins to Supramolecules”）は，医学部主導のミクロ解

剖学，組織化学と理学部主導の高分解能電顕，電子線結晶学を融合することを目的とし，永山國昭［超微小形態生理

研究部門教授］を組織委員長として平成 15 年 3 月 12～15 日の 4 日間，岡崎コンファレンスセンターで開催された。 

 海外 24 名，国内から 16 名の計 40 名による招待講演と国内外からの約 40 題のポスター発表が行われ，参加者延べ

180 人による 4 日間の活発な議論が展開された。 
 今回のシンポジウムの成果を要約すれば以下のようになる。i）形態学としての生物電子顕微鏡のフロンティアは，

細胞丸ごとの超微小構造を立体的に見る低温トモグラフィーにある。ii）光学顕微鏡と電子顕微鏡の協調利用は生物

機能の研究に重要な局面を開く。iii）電子位相顕微鏡は次代の生物用電顕として有用である。海外から数多くの一級

の電顕学者を迎えることができ，学問的に大きな成果が得られるとともに多数参加した国内若手研究者に大きな刺激

を与えることができた。ここから新しい共同研究，特にミクロ解剖学と高分解能電顕の新しい融合のスタートを期待

したい。 

 

 

 

 

Wednesday, March 12, 2003 
Opening Remarks & Welcome Address 
Hybrid Methods I - Prion Structures     (Discussion Leader: K. Kuwata) 
1. T. L. James (Univ. of California) 

 Prion Protein Structure and Conformational Heterogeneity: Implications for Disease. 
2. H. Wille (Univ. of California) 

 Electron Crystallographic Analyses on Two-Dimensional Crystals of the Scrapie Prion Protein. 
3. K. Akasaka (Kinki Univ.) 

 Expanding Protein Structure World by High Pressure NMR. Characterization of Reactive Conformers of the Prion Protein. 
Hybrid Methods II - Amyloid Structures     (DL: Y. Goto ) 
4. H. Yamaguchi (Gunma Univ.) 

 Ultrastructural Analysis of the Cerebral Beta Amyloid Deposition 
5. H. Tachibana (Kobe Univ.) 
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 Pressure Dissociates Amyloid-Fibrillogenic Assembly of Disulfide-Deficient Lysozyme Variant 
6. H. Arai (Tohoku Univ.) 

 Perspectives in Alzheimer's Disease Diagnosis 
Plenary Talk by N. Hirokawa (Univ. of Tokyo)     (DL: K. Nagayama) 
 Molecular Motor, Kinesin Superfamily Proteins (KIFs) : Structure, Dynamics and Functions. 
 
Thursday, March 13, 2003 
TEM Technology I - Electron-Phase Microscopy       (DL: M. Tanaka) 
7. K. A. Nugent (Univ. of Melbourne) 

 Non-Interferometric Phase Recovery for Transmission Electron Microscopy 
8. K. Nagayama (CIBS, ONRI) 

 Image Enhancement with Phase Plates in Electron-Phase Microscopy. 
9.  F. Hosokawa (JEOL) 

 New Phase Plate System Applied to the 120kV TEM 
TEM Technology II - Cs Correction       (DL: N. Tanaka) 
10. M. Haider (CEOS GmbH) 
 Advantages of Cs-Correction for TEM and STEM for biological structure research 
11. Y. Takai (Osaka Univ.) 
 Real-time Phase Transmission Electron Microscopy. 
12. R. Danev (CIBS, ONRI) 
 Cs-Correction with Complex Observation in TEM. 
Cell Structures I - Organelles       (DL: Y. Fujiki) 
13. W. Baumeister (Max Planck Inst.) 
 Electron Tomography: Towards Visualizing Supramolecular Architecture Inside Cells. 
14. M. Marko (Wadsworth Center) 
 Electron Tomography of Cell Organelles: A Comparison of Cryo Techniquesfor 3-D Correlative Elemental Microanalysis. 
15. B. J. Marsh (Univ. of Colorado) 
 3D Structure Studies of the Pancreatic Beta Cell by High Resolution EM Tomography. 
Cell Structures II - Cytoskeltons       (DL: N. Hirokawa) 
16. K. H. Downing (Lawrence Berkeley Lab.) 
 Tubulin Structure and the Interactions that Regulate Microtubule Dynamics 
17. S. Burgess (Univ. of Leeds) 
 Dynein Structure and Power Stroke 
18. M. K. Reedy (Duke Univ.) 
 X-ray Diffraction of Insect Flight Muscle as a Guide to Optimizing Freeze-Substitution and Thin-Section EM Tomography 
Plenary Talk by J. Heuser (Washington Univ.)     (DL: K. Hama) 
 The Elusive Goals of Current Electron Microscopy  
 
Friday, March 14, 2003 
Cell Structures III - Muscles       (DL: R. Schroeder) 
19. D. Hanein (Burnham Inst.) 
 Deciphering the Structure of Biological Machines at the Leading Edge of Motile Cells 
20. K. C. Holmes (Max Planck Inst.) 
 High Resolution Cryo-Electron Microscopy of "Decorated Actin" Reveals How the ATP and Actin Binding Sites of Myosin 

are Linked. 
21. R. Craig (Univ. of Massachusetts) 
 Molecular Switching in Muscle  
22. E. Katayama (Univ. of Tokyo) 
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 Three-Dimensional Analyses of Free and Actin-Associated Myosin Heads in Function  
 
Cell Structures IV - Cell Membranes      (DL: T. Fujimoto) 
23. M. Kuehnel (Eur. Mol. Biol. Lab.) 
 Manipulation of Signalling Networks Regulating Actin Nucleation Arrests Pathogen Growth. 
24. J. E. Rash (Colorado State Univ.) 
 Freeze-Fracture Replica Immunogold-Labeling (Fril) of Membrane Proteins in Identified Neurons and Glia in Developing 

and Adult Vertebrate Central Nervous Systems: Connexins, Glutamate Receptors and Aquaporins 
25. K. Fujimoto (Fukui Prefectural Univ.) 
 Dynamics of Cell Membrane Proteins and Lipids as Revealed by Freeze-Fracture Replica Labeling Electron Microscopy. 
Supramolecular Structures I - Virus et al.     (DL: K. Mitsuoka) 
26. W. Chiu (Baylor College of Med.) 
 Electron Cryomicroscopy of Virus Particles at Sub-Nanometer Resolution.  
27. T. Ishikawa (NIAM (NIH)) 
 Clp Protein-degradation Machines: Mechanisms of ATP-dependent Proteolysis Revealed by Cryo-electron Microscopy and 

Single Particle Analysis. 
Supramolecular Structures II - Flagella et al.     (DL: K. Hirose) 
28. A. Ishijima (Nagoya Univ.) 
 Torque-Speed Relationship of the Na+-Driven Flagellar Motor. 
29. K. Yonekura (Osaka Univ.) 
 Electron Cryomicroscopy of Bacterial Flagellar Structures. 
Plenary Talk by K. Namba (Osaka Univ., ERATO)       (DL: K. Nagayama) 
 Switching and self-assembly of the bacterial flagellum. 
 
Saturday, March 15, 2003 
Hybrid Methods IV - Light and Electron Microscopy       (DL: N. Usuda) 
30. M. H. Ellisman (Natl. Cent. Microsc. Imag. Res.) 
 Correlated Multi-scale Microscopy of the Nervous System. 
31. K. Shinoda (Yamaguchi Univ.) 
 Correlated Light and Electron Microscopy for Immunohistochemistry and in situ Hybridization ; with Special Reference to 

Structure and Function of the Stigmoid Body. 
32. R. Shigemoto (Natl. Inst. Physiol. Sci.) 
 Number and Density of AMPA-Type Glutamate Receptors in Synaptic Sites: Corresponding Studies of Electrophysiology and 

Freeze-Fracture Replica Labelling. 
Hybrid Methods III - Supramolecular Dynamics     (DL: N. Baba) 
33. C. L. Brooks III (Scripps Res. Inst.) 
 Exploring Ribosome Motion During Translocation Using Elastic Network Models and Normal Modes"  
34. W. Wriggers (Scripps Res. Inst.) 
 Reconciling Shape With Structure: Strategies for Multi-Resolution Flexing of Biophysical Data. 
Plenary Talk by S. Tsukita (Kyoto Univ.)       (DL: K. Nagayama) 
35. The Claudin Family: A Key Player in the Barrier Function of Epithelium/Endothelium in Multicellular Organisms. 
Closing Remarks 
 
 
Poster Sssion 12-13 March, 2003 
P-1. Haruyasu Yamaguchi (Gunma University) 
 Ultrastructural analysis of the cerebral beta amyloid deposition 
P-2. Chyongere Hsieh (Wadsworth Center) 
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 Electron tomography of frozen-hydrated tissue sections 
P-3. Kazuo Kuwata (Gufu University) 
 Structure based drug design for prion diseases. 
P-4. Norio Baba (Kogakuin University) 
 A new approach to complement the data in the missing range for more complete 3-D electron tomography: 

pre-reconstruction of a constraint boundary region based on topography measurements. 
P-5. Aiko Kishimoto (Tokyo Instute of Technology) 
 Structural analysis of yeast prion Sup35-fibers. 
P-6. Brad J. Marsh (University of Colorado at Boulder) 
 3D structure studies of the pancreatic beta cell by high resolution EM tomography. 
P-7. Yasuhiro Matsunaga (Kobe University) 
 Protein folding dynamics - abnormal diffusion and hierarchical regularity. 
P-8. Michael Marko (Wadsworth Center) 
 Electron tomography of cell organelles: a comparison of cryo techniques correlative microanalysis. 
P-9. Akio Kitao (Japan Atomic Energy Research Institute) 
 Molecular dynamics simulation of biological supramolecules. 
P-10. Hirofumi Suzuki (ERATO) 
 Structure analyses of basal components of bacterial flagellum by electron microscopy. 
P-11. Kyoko Hoshino (Kobe University) 
 Non-stationarity and non-Markovianity of foldings in small proteins. 
P-12. Hideyuki Matsunami (Osaka university, ERATO) 
 Self-assembly of flagellar hook capping protein FlgD. 
P-13. Ryo Akiyama (Cornell University) 
 Structure and dynamics of the A substates of MbCO: molecular compared with infrared vibrational echo experiments. 
P-14. Koji Yonekura (Osaka University, ERATO) 
 Atomic model of the bacterial flagellar filament by electron cryomicroscopy. 
P-15. Yuji O. Kamatari (RIKEN Harima Institute) 
 Conformational fluctuations of hen lysozyme investigated by high pressure NMR spectroscopy. 
P-16. Keiko Hirose (AIST) 
 Nucleotide-dependent structural changes of Kar3 complexed to microtubules. 
P-17. Koichi Murayama (Gifu University) 
 Heat-induced denaturation process of bovine serum albumin by infrared spectroscopy 
P-18. Michael K. Reedy (Duke University) 
 X-ray diffraction of insect flight muscle as a guide to optimizing freeze-substitution and thin-section EM tomography. 
P-19. Naomi Kamasawa (Japan Women's University) 
 Ultrastructure of peroxisome biogenesis in yeast. 
P-20. Roger Craig (University of Massachiusetts) 
 Molecular switching in muscle. 
P-21. Takehiko Hida (Fujita Health University) 
 Immunohistochemical locatization of peroxisomal fatty acid beta-oxidation enzymes in rat choroid plexus. 
P-22. Masazumi Sameshima (The Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science) 
 Structure and role of novel actin rods in dormant spores of Dictyostelium discoideum. 
P-23. Masaki Ito (Saga Medical School) 
 Peroxisomal translocations and retarded maturations of 3-ketoacyl-CoA thiolase and Acyl-CoA oxidase in mammalian 

cells rapidly degrading Pex5p isoforms. 
P-24. Nobuhiro Morone (Nagoya University, ERATO) 
 Actin-based membrane skeleton structure as revealed by electron microscopic computed tomography of rapidly-frozen, 

deep-etched plasma membrane. 
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P-25. Satoko Arakawa-Kobayashi (NIBB) 
 On the mode of lipid secretion in the symbiotic fungi of lichen. A quick-freezing electron microscope study. 
P-26. Yoshinobu Mineyuki (Hiroshima University) 
 Quantitative analysis of cytoskeletal arrays and endocytic vesicles in the cortex of dividing plant cells by dual-axis EM 

tomography. 
P-27. Kiyoko Uehara (Fukuoka University) 
 Localization of ryanodine receptor in the sinus endothelial cells of the rat spleen. 
P-28. Atsuo Miyazawa (RIKEN Harima Institute) 
 Structure and activation mechanism of nicotinic acetylcholine receptor. 
P-29. Toshihiko Ogura (AIST) 
 A novel automatic particle pickup method applicable to low-contrast electron micrographs. 
P-30. Kaoru Mitsuoka (Kyoto University) 
 Structural changes in bacteriorhodopsin visualized by electron crystallography. 
P-31. Tomoharu Matsumoto (CIBS, ONRI) 
 Purification and electron microscopic observation of membrane protein hTRPM2 (hLTRPC2), derived from human cDNA 

and expressed in silkworm" 
P-32. Yasuko Kaneko (Saitama University) 
 Membrane systems of Aldrovanda vesiculosa, an aquatic carnivorous plant. 
P-33. Rasmus R. Schroeder (Max Plank Institute) 
 Enhancing contrast of weak phase objects using a zernike-type phase plate in phase contrast TEM. 
P-34. Toshitaka Akisaka (Asahi University) 
 Three-dimensional (3D) architecture of the inner surface of ventral membranes in cultured osteoclasts 
P-35. Nobuteru Usuda (Fujita Health University) 
 High contrast imagaing of ice-embedded cell organelles with electron-phase microscopy. 
P-36. Gen Niimi (Fujita Health University) 
 Study of blood islands and erythrocyte-like globules and endodermal cells in the mouse visceral yolk sacs. 
P-37. Kuniaki Nagayama (CIBS, ONRI) 
 Image enhancement with phase plates in electron-phase microscopy. 
P-38. Miwako Masugi-Tokita (NIPS) 
 Quantitative analysis of glutamate receptors at parallel fiber-Purkinje cell synapses using SDS-FRL. 
P-39. Fumio Hosokawa (JEOL) 
 New phase plate system applied to the 120kV TEM. 
P-40. Tetsuji Nagata (Shinshu University) 
 Aging changes of macromolecular synthesis in various organs as revealed by electron microscopic radioautography. 
P-41. Radostin Danev (CIBS, ONRI) 
 Cs-correction with complex observation in TEM. 
P-42. Kouta Mayanagi (BERI) 
 Three dimensional electron microscopy of cyclic GMP phosphodiesterase 6. 
P-43. Takashi Ishikawa (NIAM (NIH)) 
 Clp protein-degradation machines: mechanisms of ATP-dependent proteolysis revealed by cryo-electron microscopy and 

image analysis. 
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1. Specificity of Ca2+ signaling in polarized epithelial cell 
 Prof Shmuel Muallem (Dept Physiology, Univ Texas, Southwestern Med Ctr, Dallas, USA) 

(2002.4.3) 

 

Professor Muallem discussed the role of G proteins and 

of the regulators of G protein signaling (RGS) proteins in 

generating receptor specific Ca2+ signals and the interaction 

between IP3 receptors and plasma membrane TRPC Ca2+ 

channels in the plasma membrane as part of the Ca2+ 

signaling complex especially using pancreatic acini. 

 Muallem 教授は膵外分泌腺，唾液腺など外分泌腺を対

象に，分泌制御機構の研究を展開している。今回名古

屋大学でのシンポジウムに来日の機会に，生理学研究

所の若い研究者との交流を希望し，来所となった。 

（担当：村上 政隆） 

 

 

2.「やる気」と関係する（かもしれない）脳活動 
逵本 徹 助教授（脳機能計測センター） 

(2002.4.23)

 

脳の入出力系から離れた領域は客観的な実験がやり

にくいものであるが，「やる気」と関係していると解釈

可能な脳活動変動を偶然とらえたので紹介して検討を

加えたい。運動課題を行うサルの脳血流量を PET で繰

返し計測して，課題の違いによる脳活動の差異を検討

していた。その際に，課題の種類や成績とは無関係に，

1 日のうちで実験の初めから終わりに向かって脳血流

量が漸減していく領域があることがわかった。前頭前

野 9 野，前帯状野の前端，海馬がその領域である。行

動面での変化無しにおこる脳活動変化であるため，実

験系に潜む系統的な測定誤差か，あるいはサルの内的

な変化と関係するものと考えられた。1 日の途中で報

酬量を増加させると漸減していた脳血流量が回復する

ことから，前者は否定的で，サルの意欲との関連が示

唆されるが，それ以上の詳細は不明である。 

（担当：伊藤 南）

 

 
3. 大脳皮質:大脳基底核ループの認知過程への関与 

～パーキンソン病の認知速度低下 bradyphrenia の検討～ 

本田 学（大脳皮質機能研究系 心理生理学研究部門） 

(2002.5.15) 

 

近年，代表的な大脳基底核疾患であるパーキンソン病

において，なんらかの認知機能障害が広く認められるこ

とが報告されており，臨床的側面からだけでなく，大脳

基底核が認知過程に果たす機能といった神経科学的な側

面からも注目を集めている。なかでも bradyphrenia と呼

ばれるパーキンソン病の認知速度低下を評価した報告が

多くみられる。それらの研究では，運動反応を要求する

反応時間課題を用いて，複雑な認知課題を行った時と単

純な認知課題を行った時の反応時間の差を，純粋に認知

的情報処理に要した時間とみなし，対照群と比較検討す

るという手法をとっている。そこには，反応時間は認知

過程に要する時間と運動の準備・遂行過程に要する時間

の単純な加算であるという仮定が存在するが，その妥当

性には深刻な疑問が残る。そこで私たちは，反応時間を

用いずに認知速度を評価しうる心内表象操作課題を開発

し検討をおこなった。その結果，パーキンソン患者では
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健常者にくらべ，認知的操作速度が有意に低下すること

が明らかになった。さらに心内表象の種類によって障害

の程度に差が認められた。すなわち大脳基底核―補足運

動野の活動に強く関連した言語表象を操作する課題の場

合，外側運動前野の活動に強く関連した空間表象を操作

する課題にくらべ，障害の程度がより顕著であった。さ

らに認知的操作速度の低下は，大脳基底核の機能不全に

密接に関与することが示された。これらの所見は，外側

運動前野を含む神経回路と，補足運動野―大脳基底核を

含む神経回路とが，運動制御のみならず，思考を含むさ

まざまな認知過程においても，異なった役割を果たすこ

とを示唆するものと考えられる。  

（担当：伊藤 南）

 

 
4. Practical Tomography （電子顕微鏡による 3 次元断層法の実際） 

Auke van Balen(FEI Electron Optics) 

(2003.5.17) 

 

It will be a pleasure for me to be at your lab in Okazaki 

next week. The presentation I would like to give is called 

"Practical Tomography" and, as the title indicates, is intended 

to give you and your staff the necessary guidelines and tips to 

successfully use Electron Tomography for your research. I 

think that my presentation will take about one hour, from 

16:00 to 17:00 as I would like to show practical examples 

during the presentation. What is important, I think, but not so 

very common in Japan, that people are not hesitating or even 

afraid to ask questions during the presentation. The 

presentation itself will be in English, as my slides are in 

English, but I hope that I can speak Japanese well enough do 

explain things in Japanese as well or to answer questions and 

comments. 

After the presentation I think it would be useful if some of 

the staff can have "hands-on" experience in reconstruction. 
（担当：重本 隆一） 

 

 

5. ウシ胎仔血清に由来する新規非タンパク性神経保護活性物質， 
セロフェンド酸，の単離と作用機序の解析 

赤池昭紀先生（京都大学大学院 薬学研究科 薬品作用解析学分野） 

(2002.5.22) 

 

アルツハイマー病，パーキンソン病，筋萎縮性側索硬

化症などの難治性神経疾患は，特定の時期に特定の脳・

脊髄部位の神経細胞数が著明に減少することに特徴があ

る。脳虚血後の高次脳機能障害も終脳諸部位における神

経細胞の著しい脱落を伴うことから神経疾患としての側

面をもっている。したがって，これらの神経変性疾患に

おける神経細胞死を制御する因子を解明することは，神

経細胞死をターゲットとした神経疾患の予防・治療にお

いて重要な役割を果たすと考えられる。我々は代表的な

興奮性アミノ酸であるグルタミン酸と一酸化窒素（NO）

などのフリーラジカルによる誘発される神経毒性を神経

変性疾患時の神経細胞死のキー・ファクターの一つとし

てとらえ，ラット胎仔由来培養大脳皮質神経細胞を用い

た invitro の実験系において，これらの内在性物質の神経

毒性を抑制する因子を探索してきた。その結果，ニコチ

ン性アセチルコリンやニューロトロフィン類などが NO

を介するグルタミン酸神経毒性に対して著明な保護作用

を発現することを明らかにした。さらに，培養線条体細

胞の条件培地にも神経保護活性のあることを見出した。

このような研究の過程において，我々は，培養細胞を維

持するための培地に添加しているウシ胎仔血清（FCS）

にもグルタミン酸神経毒性に対する保護活性があるこ

と，さらに，その保護活性はエーテルで抽出される非タ

ンパク性分画に含まれることを見出した。FCS エーテル
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抽出物は NO 神経毒性も著明に抑制したことから，新規

な非タンパク性物質を含有することが推定された。そこ

で，培養大脳皮質細胞で観察される NO 神経毒性に対す

る保護作用を指標に有効成分のスクリーニングを行った

結果，新規な神経保護活性物質（分子量 382）の単離に

成功し，serofendic acid（セロフェンド酸）と命名した。

マス・スペクトリーおよび NMR の解析から，その化学

構造には硫黄分子が含まれ，基本骨格がアチ サンと呼ば

れる環状ジテルペンであり，側鎖に dimethylsu-foxide 基，

カルボキシル基などを持つことが明らかになった。セロ

フェンド酸は哺乳類ではじめて発見された環状ジテルペ

ン化合物であり，その化学構造（15-hydroxy-17-methylsufi 

nylatisan-19-oicacid）はこれまので全く報告のない大変ユ

ニークなものである。推定構造をもとに合成したセロフ

ェンド酸は培養大脳皮質ニューロンにおけるグルタミン

酸神経毒性と NO 神経毒性に対して著明な保護作用を

発現した。しかし，セロフェンド酸はパッチクランプ法

で測定したグルタミン酸受容体応答自体には影響を与え

なかった。電子スピン共鳴を用いた解析から，セロフェ

ンド酸は NO ラジカルとは直接の反応を示さないが，NO

神経毒性のカスケードにおいて細胞毒性発現の実行分子

として知られるヒドロキシラジカル（OH・）の生成を抑

制することが明らかになった。これらの発見から，セロ

フェンド酸は，フリーラジカル誘発傷害を減弱すること

により，中枢神経系のニューロン生存を促進する低分子

量生理活性物質であることが推定される。セロフェンド

酸は胎仔血清に比較的大量に含まれるが成熟動物の血清

中では微量しか検出されないことから，胎生期の細胞の

生存・分化・増殖に関与することが考えられる。さらに，

神経細胞死を標的とした新しい神経変性疾患治療薬とし

ての応用も期待される。 

（担当：籾山俊彦）

 

 

6. DIFFUSION MRI: BRIDGING THE GAP BETWEEN BRAIN STRUCTURE AND FUNCTION 
Denis Le Bihan（Service Hospitalier Frederic Joliot） 

(2002.5.27) 

 

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) has 

appeared as a powerful new tool which offers the potential to 

look at the dynamics of cerebral processes underlying 

cognition, noninvasively and on an individual basis.  

Still, the real understanding of brain function requires 

direct access to the functional unit made of the neuron, so that 

one may look at the transient temporal relationships that exist 

between largely distributed groups of hundreds or thousands 

of neurons. Furthermore, communication pathways between 

networks, which are carried by brain white matter, must be  

identified to establish connectivity maps at the individual 

scale, taking into account individual variability. 

In this respect, MRI of molecular diffusion may play a 

significant role. During their random, diffusion-driven 

displacements water molecules probe tissue structure at a 

microscopic scale well beyond the usual image resolution. 

The observation of these displacements thus provides 

valuable information on the structure and the geometric 

organization of tissues. For instance, because diffusion is 

modulated by the spatial orientation of large bundles of 

myelinated axons running in parallel in brain white matter, an 

important potential application of diffusion MRI is the 

visualization of anatomical connections between different 

parts of the brain on an individual basis. This feature can be 

exploited to map out the orientation in space of the white 

matter tracks. Furthermore, recent data suggest that diffusion 

MRI could also be used to image brain activation by  

directly visualizing dynamic tissue changes associated with 

neuronal activation. 

 
（担当：定藤 規弘）
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7. 感覚運動変換における運動前野の役割 
蔵田 潔（弘前大学 医学部 第二生理） 

(2002.5.28) 

 

随意運動発現における脳のさまざまな情報処理は神

経ネットワークのレベルで理解されようとしている。脳

内の神経回路には，ある入力に対し固定的な出力へ変換

するものだけではなく，状況に応じてその変換様式を動

的に変えることのできる見えない層（hidden layer）を有

するものがあり，これが随意運動の多様性を実現するた

めに重要な役割を果たしていると考えられる。本セミナ

ーでは随意運動の動的調節に関わる神経回路が明らかに

なりつつある 適な例として運動前野をとりあげ，この

領域の特異的機能と考えられる動的感覚運動変換がどの

ような神経回路によって実現されるかを論じようとす

る。 

運動前野は背側部と腹側部という少なくとも二つの

領域から構成されており，それぞれが独自の高次感覚運

動統合にもとづく随意運動の発現に寄与していると考え

られる。いくつかの運動課題遂行中のサルにおけるニュ

ーロン活動の解析と，GABAA 作動薬（ムシモル）の微

小注入による一時的な局所機能脱失時の行動障害の観察

から，運動前野背側部には少なくとも 3 つの重要な機能

のあることが明らかとなった。第一に，運動の実行系と

しての機能，第二に，行うべき運動の方向・大きさとい

ったパラメーターのプログラミング機能，そして第三に，

抽象的意味を有する感覚信号（視覚のみならず聴覚も含

む）を対応する適切な運動へと変換する機能である。こ

れら機能のうち，少なくとも第一と第三に対応するもの

がヒトの運動前野背側部にも存在することが，機能的

MRI によって明らかになっている。 

一方，運動前野腹側部は視覚空間情報を運動情報へと

動的に変換することに重要な役割を果たしていると考え

られる。すなわち，この領域に存在する運動関連ニュー

ロンには，視覚座標系を反映するもの，運動座標系を反

映するもの，さらにこれらの中間型が存在しており，こ

の領域が視覚空間情報が運動空間情報への変換系として

機能することを示すものと考えられる。また，プリズム

適応としてよく知られている到達運動の学習が，運動前

野腹側部へのムシモル微小注入により消失すること，お

よびプリズム適応時に運動関連ニューロン間の相互相関

に特異的な変化を示すものが多数存在することが明らか

となった。これらの知見は，運動前野腹側部の局所神経

回路における空間情報変換の動的変化がプリズム適応の

成立に重要な役割を果たすことを示唆している。 

（担当：伊佐 正） 

 

8. 頭頂連合野の機能（運動のための視覚情報処理機構） 
泰羅 雅登（日本大学 医学部 生理学教室） 

(2002.5.28) 

 

ヒトやサルの視覚情報処理経路は，背側，腹側の２つ

の系路にわかれ，一次視覚野から頭頂連合野への背側視

覚系路は空間視に関係しているという考えが今日では一

般に受け入れられている。しかし，空間視という言葉は

曖昧であり具体的な神経機構についてはよくわかってい

ない。これまでの研究の結果，頭頂連合野には対象を操

作する際の視覚的制御機構があり，頭頂連合野 AIP 領域

のニューロン群は対象物を操作する際に，その対象の三

次元形状の視覚情報と運動指令を照合して操作運動をモ

ニターし，腹側運動前野との間で操作運動のための神経

ネットワークを形成していることがわかってきた。また，

対象の三次元形態を知覚する神経機構も頭頂連合野で見

つかっている。三次元形態を脳内で再構成するための計

算理論（Marr）では，情報処理の初期段階での面の傾き

の検出が重要であるとされているが，実際に頭頂連合野

CIP 領域には面の三次元的な傾きを識別しているニュー

ロン群がある。これらのニューロンは様々な両眼視差手

がかり，線遠近法，肌理の勾配などの絵画的奥行き手が

かりを統合して面の傾きを識別している。このように，

頭頂連合野には対象の三次元形態を知覚してその情報に

基づいて手の運動を操作するための階層的な機構がある

と考えられる。また， 近では広い空間のナビゲーショ
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ンに関わるニューロンも見つかっており，これらの結果

は背側視覚系路が運動のための視覚情報処理経路である

とする Goodale 達の仮説とよく一致する。 

（担当：小松 英彦） 

 

 

9. 大脳皮質─大脳基底核ループ回路と随意運動 
南部 篤（東京都神経科学総合研究所 統合生理） 

(2002.5.29) 

 

大脳皮質の広い領野に由来する情報は，大脳基底核で

処理された後，大部分は視床を介して大脳皮質（とくに

前頭葉）に戻るというループ回路を形成している。この

回路の構成に関して，この 20 年間，いくつかの論争と概

念の変革があり，そのうち我々が寄与したと思う 3 点に

ついて議論したい。ひとつは 1980 年代，大脳基底核の出

力は主に補足運動野に終わるとされていたが，我々が一

次運動野にも終止することを見出し（Exp Brain Res, 71: 

658-662, 1988），その後，広く認められるようになった。

2 つ目は，大脳皮質の異なる領野からの情報が，大脳基

底核の中でどの程度，収束・統合されているかというの

が，90 年代，論争となった。電気生理学的手法と解剖学

的手法を組み合わせた我々の実験結果により，大脳皮質

からの情報は線条体において，基本的には並列・分散処

理されるが，機能的に関連のある領野からの情報は，あ

る程度，収束・統合されるということで，決着がつきつ

つある（Exp Brain Res, 120: 114-128, 1998; Eur J Neurosci, 

14: 1633-1650, 2001）。第 3 に，大脳基底核の神経回路の

中で，視床下核が重要なものと位置づけられるようにな

ってきた。80 年代，視床下核は淡蒼球外節と局所的で付

随的な回路を構成しているだけであると考えられていた

が，90 年，大脳基底核の神経回路を直接路・間接路に分

けて考えようという説が出されて以来，間接路の中継核

として認識されるようになった。 

さらに 90 年代後半，視床下核は，線条体と並んで，

大脳基底核の入力部を構成していると考えられるに至っ

た。特に，我々は，大脳皮質─視床下核─淡蒼球路（ハ

イパー直接路）という神経回路が存在することを示し，

この経路が直接路・間接路とともに働くことによって，

大脳基底核の出力部である淡蒼球内節の活動をダイナミ

ックに変化させ，随意運動を制御しているというモデル

を 提 唱 し た （ J Neurosci, 16:2671-2683, 1996; J 

Neurophysiol, 84: 289-300, 2000; Neurosci Res, in press）。 

このモデルによれば，パーキンソン病の病態や視床下核

ブロックによる症状改善のメカニズムも，ある程度，説

明することができる。このような研究を継続・発展させ

ていくことは，大脳基底核の機能や基底核疾患の病態の

解明と，より効果的な治療法の開発につながるものと期

待できる。 

（担当：伊佐 正） 

 

 
10. The Spatial Precision of BOLD Contrast fMRI 

Robert Turner（ロンドン大学） 

(2002.5.29) 

 

The draining vein problem is recognized as one of the most 

severe constraints on the spatial resolution of BOLD contrast 

fMRI, used widely in imaging neuroscience. Changes in 

blood oxygenation arising from local brain activity-related 

changes in blood flow propagate downstream in veins and can 

give rise to spurious activation at sites remote from neuronal 

activity. The geometry of the venous vasculature is quite 

regular in tructure and is well depicted in photomicrographs. 

Quantitative analysis of this geometry, together with 

hydrodynamic considerations, permit upper bounds dependent 

on the area of cortical neuronal activity to be derived for the 

spatial extent of draining vein contamination. It is estimated 

that an activated cortical area of 100 mm2 will generate an 

oxygenation change in venous blood that extends without 

dilution along the vein no more than 4.2 mm beyond the edge 

of the activated area. At greater distances along the draining 
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vein this oxygenation change will be diluted. The model leads 

to a quantitative prediction of the functional form of this 

dilution.  

On the basis of this calculation, upper limits to the spatial 

resolution of BOLD contrast fMRI can be estimated. These 

vary according to the area of cortical neurons activated, 

giving rise to the recommendation that fMRI experiments 

should be designed in such a way that the differential 

activation of interest between conditions will be limited in 

extent, thus minimizing the draining vein effect. 
（担当：定藤 規弘）

 

 
11. The Hypertonicity-Induced Na+ Conductance of Rat Hepatocytes 

Dr. Frank WEHNER（マックスプランク研究所準教授，生理研客員教授） 

(2002.6.3) 

 

The initial event in the regulatory volume increase (RVI) 

of rat hepatocytes is an import of Na+ that is then 

exchanged for K+ via stimulation of Na+/K+-ATPase. In the 

present study, we first determined the process of RVI in the 

range of 9 to 50 % of hypertonicity and compared it in a 

quantitative fashion with the actual changes of cell Na+ and 

K+. 

We then defined the osmotic set-points of all Na+ 

transporters mediating RVI. It was found that Na+ 

conductance was clearly the dominant mechanism of Na+ 

import from 360 mosmol/l onwards. Na+-K+-2Cl－ symport 

exhibited a comparable activation profile but its actual 

contribution to RVI was significantly lower. Interestingly, 

Na+/H+ antiport was the most sensitive Na+ import 

mechanism with 65 % of its maximal activation at 327 

mosmol/l, already. In total, a complete balance of Na+ 

import, Na+ export (via Na+/K+ ATPase), plus the actual 

changes of cell Na+ could be obtained for the entire range 

of hypertonicity tested. 

With respect to the molecular correlate of Na+ 

conductance, it was found that it exhibits a relatively low 

affinity to amiloride with an apparent Ki of some 5 mmol/l. 

Surprisingly, EIPA was the most efficient blocker of Na+ 

conductance whereas benzamil and phenamil, the classic 

inhibitors of epithelial Na+ channels (ENaCs), were least 

effective. Nevertheless, it was found that rat hepatocytes 

express all three subunits of the ENaC and, based on an 

antisense-oligonucleotide protocol, it could be shown that 

at least a-ENaC is, in fact, a functional component of the 

volume-activated Na+ conductance. Interestingly, the 

PNa/PK of this conductance was found to be as low as 1.4. 

Concerning regulation, it could be shown that 

stimulation of Na+ conductance and Na+-K+-2Cl－ symport, 

but not Na+/H+ antiport, is mediated by PKC. Further 

upstream (and parallel) to this process, G proteins, tyrosine 

kinases, PI3 kinase, as well as the exocytotic insertion of 

channels into the plasma membrane appear to contribute to 

the activation process. 
（担当：岡田 泰伸） 

 

 

12. ラットにおける顕微授精ならびに体細胞核移植の技術確立  
平林 真澄（脳機能分子解析室） 

(2002.6.12) 

 

トランスジェニックラットはヒト疾患モデル動物と

して広く利用されているが，導入遺伝子が精巣で発現す

ると精子形成に異常を起こして雄性不妊となり，系統の

継代が困難になることも少なくない。雄性生殖細胞を卵

細胞質内に顕微注入すること（精子の場合: ICSI，円形精

子細胞の場合: ROSI）でこのような不妊系統は救済でき

ると期待されるが，ラットではこれらの顕微授精の成功

例はなかった。またラットでは ES 細胞株の樹立そのも

のが困難なことから，外来遺伝子の導入はできても内在

性の遺伝子を狙って破壊する「遺伝子ターゲッティング」
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もできなかった。しかしクローンヒツジ“ドリー”の誕

生を契機に，核移植（クローン作製）技術を応用すれば

体細胞等の細胞からキメラを介さないでもノックアウト

動物が作製できる，と証明された。  

ここではラットで確立した ICSI および ROSI の技術を

紹介するとともに,ノックアウトラットの作製を目的に

行ってきた体細胞クローンラット作製の試みの一部を紹

介したい。  
（担当：伊藤 南）

 

 
13. Assembly and molecular dynamics of excitatory  

andinhibitory hippocampal synapses 

Dr. Ann Marie Craig（Dept. of Anatomy and Neurobiology  

 Washington University Schoolof Medicine） 

(2002.7.11) 

 

It is widely appreciated that the AMPA type glutamate 

receptor is rapidly inserted and removed from synapses in 

response to activity. We find that the synaptic density of 

NMDA receptors is also modulated over a timecourse of 

minutes to days. Over a long timescale, activity 

homeostatically regulated targeting of NMDA receptors to 

synapses in cultured hippocampal neurons. Blockade- 

induced increases in synaptic NMDA receptors occured by 

a mechanism requiring activation of cAMP-dependent 

protein kinase (PKA). In contrast, selective activation of 

protein kinase C (PKC) induced a rapid dispersal of 

NMDA receptors from synaptic to extrasynaptic plasma 

membrane. 

The PKC-induced dispersal of NMDA receptors was 

accompanied by a reciprocal translocation of CaMKII to 

synapses. These rapid and reversible translocations reveal 

an unexpected dynamics in the molecular composition of 

excitatory synapses. Altogether, our data indicate a role for 

activity and PKC in reducing levels of NMDA receptor at 

the synapse, and a role for activity blockade and PKA in 

enhancing synaptic targeting of NMDA receptors. 

Compared with glutamatergic synapses, relatively little 

is known about the molecular composition of GABAergic 

synapses. We have studied a recently appreciated 

component of GABA synapses, the dystrophin-associated 

glycoprotein complex. Dystrophin and alpha- and 

beta-dystroglycan selectively colocalized with gephyrin 

and GABA-A receptor subunits at a subset of inhibitory 

synapses in culture. By analysis of cultures from mutant 

mouse lines, we found that gephyrin and dystroglycan form 

independent scaffolds at inhibitory synapses. Dystroglycan 

was not essential for assembly of GABA synapses but is 

likely involved in synapse modulation.  

（担当：重本 隆一） 

 

 

14. 脳による生体恒常性の維持機構―必須栄養素欠乏の認知と適応― 
鳥居 邦夫（味の素株式会社 ライフサイエンス研究所) 

(2002.7.11) 

 

摂食に伴って生じる刺激は，味や食感さらに消化吸収

過程で生じる内臓感覚として食欲，生体恒常性，情動行

動に関連する中枢に投射される。消化呼吸後に生体恒常

性の乱れなしに各栄養素に対する生理的欲求が満たされ

た時に満足感に至る。この繰り返しが食べる歓びであり

健康を保つ基本である。動物は必須栄養素の不足に際し

食欲の抑制や嗜好性の変化により対応する。この行動の

脳内機序を考えてみたい。大脳辺縁系の扁桃体を破壊す

ると，ラットは栄養のバランスの良い飼料を選択するが，

味，色，形，匂にこだわらなくなる。一方，満腹中枢（視

床下部腹内側核）を破壊したラットでは，栄養のバラン

スにはこだわらず，より味の良い飼料を選択摂取し満腹
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感が生じないので過食により肥満となる。一方，摂食中

枢（視床下部外側野）を破壊すると食思は廃絶し餓死す

るので嗜好性の評価は難しいが，満腹中枢とともに嗜好

性を変化させて栄養バランス維持する機能を有すると 

考えられている。蛋白質の栄養状態の変動は摂取する蛋

白質の量だけでなく必須アミ ノ酸の過不足など質的な

問題によっても日常容易に生じる。日本から南アジアに

いた る地域は夏期の高温多雨な気候により水稲耕作が

行われ，世界の人口の 2/3 が生活して いる。西アジアか

らヨーロッパは小麦の生産と牧畜が中心の生活で面積の

割に人口は 少ない。コメの蛋白質はコムギに比べ必須ア

ミノ酸のバランスが良く制限アミノ酸の リジン含量も

高く，豆類の摂取で充分補足出来るので巨大な人口を支

えて来た。しかしコムギの蛋白質に含まれるリジンは少

なく，畜肉や乳製品を食べずに補足することはかなり難

しい。まして，トウモロコシにはリジンやトリプトファ

ンがほとんど含まれておらず，動物性蛋白質の摂取は必

須条件となる。人口増加に加えて，天候不順や伝染病等

で牧畜業が大きな打撃を受けると，蛋白欠乏もしくはリ

ジン欠乏に陥ることになる。現在，穀物の収穫量は 60

億の人々が食べる分の 2 倍あり，家畜の飼料としては利

用されているが，2040 年には人口は 90 億に達し，発展

途上国を中心に蛋白 欠乏，特にリジンやトリプトファン

の欠乏に悩む人々が多数生じると予想される。我が国の

食糧需要率は 40％以下であり，必須アミノ酸の強化によ

る栄養改善は重要な環境に関わるテーマである。  

そこでリジン欠乏食をラットに与えると食欲が抑制

され，同時にアミノ酸水溶液を自由に選択させると，各

アミノ酸の味と摂取後の栄養効果により欠乏しているリ

ジンを捜し出し，成長に必要な量のリジンを摂取し食欲

も正常化した。ラットはリジン欠 乏食摂取に伴うストレ

スをリジン摂取により血中や脳内リジン濃度を一定に保

ち，回避できる能力がある。リジン欠乏とその際のリジ

ン摂取を認知する部位を機能型 MRI により調べたとこ

ろ視床下部の摂食・満腹両中枢を含む狭い領域であった。

リジン欠乏又は正常ラットの摂食中枢の単一神経細胞応

答を多連微小ガラス電極にて無 麻酔下で調べた。リジン

欠乏では，全体の 3％程度は電気泳動により微量投与し

たグルコース，食塩，アミノ酸等の栄養素に対して神経

興奮物質であるグルタミン酸の他ではリジンのみに特異

的に応答した。 

又，リジンを意味する 2 秒間の手掛かり音を聞かせ，

その直後 2 秒間の水溶液の摂取に伴ってリジンに特異的

に応答する神経細胞も 数％認められた。リジン欠乏への

適応として，摂食中枢にリジン摂取を意味する味覚や聴

覚に応答する神経細胞の出現が選択摂取行動を調節して

いると考えられる。特にリジン摂取に応答した神経細胞

は，正常ラットが嗜好するグルタミン酸ナトリウム等の

うま味物質にも応答する例が多い。即ち，ラットはリジ

ン欠乏に際し，摂食中枢を含めうま味に応答する神経細

胞が可塑性を惹起して嗜好性や食欲を調節しつつ，生体

恒常性を維持していたのである。リジンを定量的に摂取

する仕組みは満腹中枢におけるノルエピネフリン分泌に

より調節されていることも明らかになった。変化に富ん

だ食事は脳が本気になって生体恒常性を維持するので結

果的に脳の機能を高めることに なる。私はこれを「食情

報調節機構」と呼び，生活習慣病の予防や治療に役立て

たい と思う。尚，本研究は科学技術振興事業団鳥居食情

報調節プロジェクトで実施された。関係者各位に感謝致

します。  

（担当：河西 春郎） 

 

 

15. Distributed Processing in the Motor System:Data from the Spinal Cord of Behaving Monkeys 
Steve Perlmutter（Department of Physiology and Biophysics, 

and Regional Primate Research Center, University of Washington, USA） 

(2002.7.12) 

 

The reflex responses of spinal cord interneurons (INs) 

have been extensively characterized in anesthetized animals, 

but little is known about their function in normal voluntary 

movements. We are characterizing the discharge properties 

of INs under normal conditions of feedforward and 

feedback control by recording single-unit activity in the 

spinal cord of awake monkeys performing trained hand 

movements. In many respects IN activity is well correlated 
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with motor output, as expected if INs are involved in the 

transformation of a motor command into muscle-centered 

coordinates. Other properties of INs, such as bidirectional 

activity for reciprocal wrist movements and the widespread 

suppression of activity during an instructed delay period, 

attest to other functions mediated by spinal circuits. 
（担当：関 和彦） 

 

 

16. TRPM2 Ca2+-Permeable Channel Activated by Changes in Redox Status  
 Confers Susceptibility to Cell Death  

原 雄二（統合バイオサイエンスセンター） 

(2002.7.16) 

 

細胞内における酸化還元状態は常に厳密に保たれて

いるが，外界からの様々な刺激によりその恒常性が崩れ

た場合，細胞は障害を受け死に至る。細胞内の酸化レベ

ルを上昇させる分子のひとつとして，活性酸素種が挙げ

られる。 活性酸素種は様々な病態下における細胞死の有

力な原因因子として知られている。この活性酸素により

細胞死に至る有力な経路として細胞内カルシウム濃度異

常が挙げられるが，その作用機序は未だ明らかでない。 

我々は細胞外からのCa2+流入を担う分子を同定するた

め，形質膜に存在するチャネル分子，特にショウジョウ

バエの TRP（Transient Receptor Potential）蛋白質の哺乳

類ホモログに着目した。その結果，低濃度の活性酸素種

に反応し，形質膜越えの Ca2+流入を引き起こすチャネル

TRPM2 を発見した。一過的発現系を用いて細胞内 Ca2+

濃度測定や電気生理学的な測定を行なった結果，既知の

Ca2+チャネルでは活性化され得なかった低濃度の過酸化

水素により，形質膜越えの急劇なCa2+流入が惹起された。

さらに TRPM2 が活性酸素種により活性化されるメカニ

ズムとして，β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド

（β-NAD＋）が関与すること，TRPM2 のカルボキシル末

端に MutT モチーフと呼ばれるヌクレオチド結合モチー

フが存在し，TRPM2 活性化には β-NAD＋が MutT モチ

ーフに結合することが 必須であることをそれぞれ明ら

かにした。  

我々は，TRPM2 の生理的機能の一つとして，活性酸素種

に反応して細胞死を誘導することを明らかにした。内因

的に TRPM2 を発現しているインスリノーマ細胞株

RIN-5F，単球細胞株 U937 において，低濃度の過酸化水

素により TRPM2 が活性化され，細胞内カルシウム濃度

上昇及び細胞死が引き起こされた。さらに細胞内で活性

酸素種を発生することが知られている 腫瘍壊死因子

（TNF?）によっても TRPM2 が活性化され，細胞死を誘

導することもあわせて見出した。これらの効果は，

TRPM2 アンチセンスオリゴ適用により有意に抑制され

たことから，TRPM2 は活性酸素種によりもたらされる，

細胞内 Ca2+濃度上昇? 細胞死に至る経路の原因分子の

一つであるものと考えられる。 

（担当：伊藤 南）  

 

 

17. Cell Type Specificity of Neural Circuits in Visual Cortex 
Dr. Ed Callaway（The Salk Institute for Biological Studies USA） 

(2002.7.26) 

 

We have studied the organization of local circuits within 

the primary visual cortex (V1) to better understand how 

neural circuits give rise to the visual response properties of 

cortical neurons and to cortical function in general. 

Intracellular labeling and reconstruction of axonal and 

dendritic arbors of individual neurons has revealed the cell 

types present within the various layers of V1 and how they 

might be interconnected. Relating the axonal projection 

patterns to the laminar and columnar functional architecture 

of V1 provides insight into the functional influence of the 

various connections. We have used Photostimulation to 

identify which of the possible connections, inferred from 



生理学研究年報 第 24 巻（Dec,2003） 

376 

anatomical overlap of dendritic and axonal arbors, in fact 

exist. In these experiments, light is used to release caged 

glutamate and thus photostimulate small populations of 

neurons while recording from a single cell. This results in 

the identification of the locations of neurons presynaptic to 

the recorded cell. Analysis of functional input to individual 

neurons reveals that anatomically and physiologically 

distinct types of inhibitory and excitatory neurons typically 

receive input from distinctly different sources, even 

amongst neurons located in the same cortical layer. Thus, 

functional connectivity can not be predicted from the 

spatial overlap of axons and dendrites. Cell type specificity 

confers an even finer level of organization of functional 

microcircuits than the laminar and columnar cortical 

organization. This specificity implies that future studies of 

relationships between circuits and function must match this 

level of organization.  

For example, because differences in functional input are 

correlated with morphological differences, this provides the 

possibility of correlating circuits with single cell receptive 

fields in future studies. We are also developing methods 

using viruses and cell type specific promoters to allow 

quickly reversible inactivation of selected cell types. These 

methods will allow in vivo tests of the role of particular cell 

types within the functioning cortical network. 

（担当：窪田 芳之） 

 

 

18.「奥行き計算における大脳皮質 MT 野の役割」 
宇賀 貴紀（Department of Anatomy and Neurobiology, 

 Washington University School of Medicine, USA） 

(2002.7.31) 

 

大脳皮質視覚領域のいたるところに両眼視差に選択

性を持つ細胞が存在することはよく知られているが，そ

の機能的役割は未だよくわかっていない。本研究では，

MT 野に注目し，奥行き弁別におけるその役割について

検討をする。 

（担当：伊佐 正） 

 

 

19. Hemispheric asymmetries in the somatosensory system 
Ulf Baumgartner（Institute of Physiology and Pathophysiology Johannes Gutenberg University） 

(2002.8.22) 

 

Introduction: Although the human brain - in the first 

view - looks symmetrical, there are a number of anatomical 

and functional features displaying different specializations 

in each hemisphere. Best known examples are handedness 

and language representation. With respect to the 

somatosensory system, only little is known about 

hemisphere specialization. In a number of different 

experiments, we now evaluated functional asymmetries of 

the primary (SI) and secondary somatosensory cortex 

(SII).Methods: We used somatosensory evoked potentials 

from the foot (tibial nerve, none painful) and hand (median 

nerve, non painful) as well as laser evoked potentials (hand 

stimulation, painful) to compare source locations and 

activities derived from multichannel EEG source analysis 

(BESA) between the two hemispheres. Using a similar 

experimental design, we additionally  

app- lied functional magnetic resonance imaging (fMRI). 

Results: EEG source analysis revealed a left hemisphere 

dominance for representation of somatosensory stimuli in 

terms of stronger activations (higher dipole moments) 

following non painful electrical stimuli as well as painful 

laser stimuli. This was true for both SI and SII cortices. 

fMRI analysis confirmed a stronger representation for 

somatosensory stimuli in left SII. Modulation of attention 

on laser evoked potentials resulted in an increase of source 

activity, most prominently in the left operculum. 
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Conclusions: The left hemisphere dominance for early 

processing of somatosensory stimuli adds to other 

asymmetric phenomena of the human brain, such as 

handedness and language representation. 

 

（担当：柿木 隆介） 

 

 

20. Tacto-visual Matching of Object Shapes: Contribution of Inferotemporal Cortex in the Monkey 
長谷川 健（九州工業大学 生命体工学研究科） 

(2002.8.29) 

 

Takeshi Hasegawa 1)，2) and Keiji Tanaka 2) 

1) Laboratory for Cognitive Behavioral Science, Division of Higher Brain Functions, Department of Brain Science and 

Engineering, Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology,Kitakyushu 

808-0196, Japan 

2) Laboratory for Cognitive Brain Mapping, RIKEN Brain Science Institute, Wako 351-0198, Japan 

 

In order to reveal the neural substrate for crossmodal 

aspect of object recognition, we examined activity of cells 

in and around the inferotemporal cortex (area TE), while a 

Japanese monkey (Macaca fuscata) performed a 

tacto-visual matching task. A table with pulling switches of 

different 3D shapes (in total 18 stimuli) was placed in front 

of the monkey. The switches were hidden from the 

monkey's sight by an opaque plate. While the monkey kept 

pulling the switch, visual images of the switches were 

serially presented in a display. The monkey had to release 

the switch when the visually presented image matched the 

switch being pulled. We observed stimulus-specific 

increase/decrease in discharge rates of TE cells while the 

monkey was pulling the switch, but in prior to the visual 

stimulus presentation. 11% of cells in the dorsal part of 

area TE (TEd) showed these kind of differential tactile 

responses, and this proportion of tactile responsive cells 

were significantly higher than those in ventral part of area 

TE (4%) and adjacent perirhinal cortex (1%). We also 

observed significant enhancement/suppression of visual 

responses by the tactile stimulus in 6% of TEd cells. In 

total 15% of TEd cells showed either influence of tactile 

stimuli. These cells encoded potentially useful information 

to distinguish the particular switch being pulled in a given 

trial. These results suggest that the inferotemporal cortex 

can directly contribute to the association between tactile 

and visual information in object recognition, in addition to 

its well-established role in visual memory. 
（担当：伊佐 正） 

 

 

21.「ヒト律動的脳波活動と運動統御」 
Oscillatory EEG activity in humans and its role in motor control 

美馬 達也（京都大学 医学研究科 高次脳機能総合研究センター 臨床脳生理学） 

(2002.9.3) 

         

Gray and Singer (1989)の報告以来，神経系における律動

的活動とその同期性（コヒーレンス）のもつ機能的意義

についての関心が高まっている。非侵襲的脳研究の分野

でも，脳電場や脳磁場でとらえられた律動的活動とその

コヒーレンスが，脳機能の統合に重要であると報告され

ている(Mima et al., J. Neurosci. 2001)。 

近年，運動生理学の分野では，脳磁図・皮質脳波と筋

電図の律動性活動の間のコヒーレンスが報告され，大脳

皮質による筋活動の統御を解析する新しい非侵襲的方法

として用いられ始めた。この cortical-muscular coherence
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について，正常者での知見，多変量自己回帰モデルによ る解析，運動障害患者への応用等に関して述べる。 

（担当：柿木 隆介） 

 

 

22. 神経活動と Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II  
山肩 葉子（神経化学研究部門）  

(2002.9.18) 

 

Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II

（CaMKII）は，中枢神経系における細胞内 Ca2+シグナル

の主要な担い手として，記憶・学習を形成する上で必要

な分子と考えられている。これまで試験管内や細胞・組

織レベルの研究によって，多くの知見が集積されてきた

が，CaMKII が実際に生体内でどのように調節を受け，

どのような役割を果たしているかについての知見は乏し

い。 

そこで，生体における急性・持続性の神経活動活性化

のモデルとしてラットのけいれんを取り上げ，これら神

経活動に従って，CaMKII の活性状態がどのように変化

するかを検討した。その結果，急性けいれんでは，CaMKII

の脱リン酸化による活性化型の減少が急激かつ一過性に

起こり，一方，持続性けいれんでは，CaMKII の活性化

型の減少に加えて不活性化が顕著となり，また，細胞内

分布が大きく変化した。けいれん回復後に，これらの変

化は消失したが，持続性けいれんの場合は，CaMKII 分

子の減少が認められた。 

以上の結果から，CaMKII の脱リン酸化による活性化

型の減少は，一過性の回復可能な変動であるが，CaMKII

の不活性化は，生理的範囲を逸脱した病的，不可逆的な

変化を予測するものと考えられた。さらに，けいれん中

の CaMKII の細胞内分布の変化も，CaMKII の過剰活性

化を防ぐためのメカニズムとして作用している可能性が

示唆された。 

（担当：伊藤 南） 

 

 

23. Growth factors and progenitor cell transplants improve oligodendrocyte 
 function in myelin disorders of the central nervous system. 
            （和訳：神経幹細胞と成長因子の移植による脱髄性疾患の治療） 

Jean de Vellis, (Professor of Neurobiology Director,Mental Retardation 

 Research Center, University of California)  

(2002.9.27) 

 

Many neurologic diseases are associated with deficiency 

in myelination during development or demyelination in 

adult CNS, which can be the result of genetic, immune, 

traumatic injury and/or environmental factors. The 

underlying mechanisms of the disease process, the role of 

trophic factors, as well as the limitations of 

oligodendrocytes (OL) and the demyelinated CNS 

environment with respect to therapy are still poorly 

understood. OL injury, cytotoxicity, and failure to 

remyelinate are critical aspects of the neuropathology of 

demyelinating diseases. Given i) the identification of OL 

progenitors (OLP) in normal and diseased adult CNS ii) the 

great advances in the understanding of molecular 

mechanisms of OL proliferation, survival and maturation; 

iii) the present knowledge of OL trophic factors (TF), a 

rational therapeutic approach to test in animal models is to 

deliver OL stimulating factors or/and OLP into lesions and 

attempt the improvement of remyelination. Treatment 

combinations of transferrin with IGF-1 or FGF-2 were 

found to synergistically improve OL maturation and 

myelinogenic properties in the CNS of myelin-deficient 

(md) rats compared to treatment with a single factor. 

Transplantation of rat OLP cells into md rat brains not only 

myelinated host axons, but also stimulated oligodendrocyte 
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specific gene expression in host OL cells as measured by 

mRNA in situ hybridization and immunocytochemistry. 

This also resulted in the improvement of other OL 

functions besides myelin. To correct myelin deficiency at 

the scale of the whole CNS it is important to have a large 

quantity of OLP of uniform and reproducible quality. For 

this purpose, neural stem cells (NSCs) were isolated from 

embryonic rat brains and cultured in a novel serum-free 

stem cell medium that selected for the growth of NSCs and 

against the growth of GFAP+ cells (astrocytes). Moreover, 

using an oligodendrocyte (OL) specification medium, NSCs 

differentiated into OL as evidenced by their morphology and 

expression of multiple oligodendrocyte/myelin-specific 

markers. We also showed successful propagation and 

differentiation of NSC into OL following cryostorage, 

allowing for the later use of stored NSC. Preliminary 

experiments performed on normal and myelin deficient rats 

demonstrate that these cells survive and migrate 

extensively within both types of hosts. NSC grafted as such, 

as well as, cells derived from NSC exposed to selective OL 

specification prior to grafting, are able to differentiate 

within the host brain. This work was supported by NIH 

grant HD-06576 and NMSS RG 2751-A-2 and the Giannini 

family foundation. 

 

（担当：池中 一裕） 

 
 

24. 神経シナプス active zone 形成の分子メカニズム 
大塚 稔久（カン研究所） 

(2002.10.4) 

 

神経が適切に機能するためには，プレシナプス膜に存

在する active zone において，カルシウム依存的な神経伝

達物質の放出が効率良くかつ正確に行われる必要がある。

この active zone を構成する細胞骨格（CAZ: Cytomatrix at 

Active Zone）には，RIM1，Munc13-1 および bassoon など

の蛋白質が特異的に存在することが知られているが，

active zone の形成，構造維持および機能発現については

ほとんど明らかにされていない。 近，私共は，古典的

な生化学的手法と質量分析法を組み合わせることで，ラ

ット大脳より active zone に特異的に局在する新規 CAZ

蛋白質を精製，同定することに成功した。そして本蛋白

質を CAST(CAZ-associat-ed structural protein)と命名した。

本セミナーでは，CAST の機能解析を中心に，神経シナ

プス active zone 形成の分子メカニズムについて 新の知

見を紹介したい。 

（担当：重本 隆一） 

 
 

25.インスリン開口放出をおこす融合細孔の動態と分子組成 
高橋 倫子（生体膜研究部門） 

(2002.10.16) 

 

インスリンは脊椎動物の成長や糖代謝に重要なホルモン

で，その分泌不全は糖尿病の 主たる成因の一つである。

神経伝達物質や他のホルモンと同様に，インスリンは分

泌顆粒内部にあらかじめ蓄えられており，分泌刺激が与

えられると顆粒膜と細胞膜が融合してできる小さな孔を

通って細胞外へ放出される。しかし，この融合細孔の動

態や 分子組成は謎に包まれてきた。 私どもは厚みのあ

る生体組織の観察に，現在 も適していると考えられる

2 光子励起断層画像法と水溶性蛍光色素を用いて，膵ラ

ンゲルハンス島内部におけるインスリン開口放出を観察

する実験系を確立した。内分泌組織であるにもかかわら

ず，分泌は細胞の間質で多く起こっている事実を見出し

た。さらに，本励起法の光化学的特徴とインスリン顆粒

の特殊性を生かすことにより，融合細孔の動態をナノメ

ーターの空間解像度で解析する手法を確立し，細孔の内

側が主に膜脂質で構成されている事実を明らかにしたの

で，その経緯について発表する。 

（担当：伊藤 南） 
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26. Compensatory plasticity and sensory substitution in the cerebral cortex Josef P.Rauschecker  
(ジョージタウン大学) 

(2002.10.17) 

 

Visually deprived animals can generally localize sounds 

in space with greater precision than normally sighted 

animals, and there is also compensation of the lost visual 

input through the tactile system. In cats, such crossmodal 

compensatory plasticity can be observed bothon the 

behavioral and neurophysiological level (1). Neurons in 

areas of parietal association cortex normally activated by 

visual stimuli respond to sound after long-term visual 

deprivation. Thus, cortical maps in blind animals 

subserving auditory function are expanded significantly at 

the expense of formerly visual territory (2). At the same 

time, neurons in these areas are also more sharply tuned to 

the spatial location of a sound. Thus, an increased number 

and refined spatial filter functions of cortical neurons in the 

auditory “where” pathway (6, 7) seems to underlie the 

behavioral improvement of sound localization after early 

blindness.  

In congenitally blind humans, strikingly similar results 

are seen with functional neuroimaging techniques (4). 

Using positron emission tomography (PET) it can be shown 

that activation maps in the inferior parietal lobules 

associated with auditory spatial processing are vastly 

expanded into occipital areas, where visual information is 

normally processed. Cross-correlation analysis between 

brain regions demonstrates that occipital areas receive 

auditory input from the superior temporal gyrus via the 

inferior parietal lobules. The take-over of visual brain 

regions by nonvisual input is found to a lesser degree for 

subjects who acquired their blindness later in life. These 

results from both animal and human studies demonstrate 

the vast plasticity of cortical maps, i.e. the capacity of the 

cerebral cortex to reorganize itself depending on the 

demands of altered environmental conditions (3, 4, 7). 

【References】  

1. Rauschecker, J.P. (1995) 

Compensatory plasticity and sensory-substitution in the 

cerebral cortex. Trends in Neurosciences18 (1), 36-43.  

2. Rauschecker, J.P. (1997) 

 Mechanisms of compensatory plasticity in the cerebral 

cortex. Advances in Neurology 73, 137-146.  

3. Rauschecker, J.P. (1999)  

Auditory cortical plasticity: a comparison with other 

sensory systems. Trends in Neurosciences 22, 74-80.  

4. Weeks, R., Horwitz, B., Aziz-Sultan, A., Tian, B., 

Wessinger, C.M., Cohen, L., Hallett, M. and 

Rauschecker, J.P. (2000) 

A positron emission tomographic study of auditory 

localization in the congenitally blind. Journal of   

Neuroscience 20(7), 2664-2672.  

5. Rauschecker, J.P., and Tian, B. (2000) 

 Mechanisms andstreams for processing of “what” and 

“where” in auditory cortex. Proc. Natl. Acad.   Sci. 

USA 97 (22), 11800-11806.  

6. Tian, B., Reser, D., Durham, A., Kustov, A. and 

Rauschecker, J.P. (2001)  

Functional specialization in rhesus monkey auditory 

cortex.  Science 292, 290-293.  

7. Rauschecker, J.P. and Shannon, R.V. (2002)  

Sending sound to the brain. Science 295, 1025-1029.  

8. Rauschecker, J.P. (2002) 

Sensory deprivation. In: Ramachandran, V.S. (Ed.), 

Encyclopedia of the Human Brain, Academic Press: 

London.  

（担当：定藤 規弘） 
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27. Activity dependent regulation of postsynaptic proteins 
林 康紀（Massachusetts Institute of Technology RIKEN-MIT 

Neuroscience Research Center Picower Center for Learning and Memory） 

(2002.10.28) 

 

（担当：重本 隆一） 

 

 

28. Volume Regulatory Mechanisms and the Control of Life and Death  
John A. CIDLOWSKI (NIEHS, NIH) 

(2002.10.28) 

 

The loss of cell volume (apoptotic volume decrease) is 

an early and fundamental feature of programmed cell death 

or apoptosis, however, the mechanisms responsible for cell 

shrinkage are poorly understood. Studies in our laboratory 

have focused on determining if the apoptotic volume 

decrease (AVD) is a necessary component of cell death. In 

addition we have sought to define the ion channels that 

function during the AVD. 

Data were presented that shows that Na+ ions orchestrate 

cell shrinkage, whereas K+ ions control the life/death 

decisions of cells.  

（担当：岡田 泰伸） 

 

 

29. Scanning Ion Conductance Microscopy: Functional Study of Membranes in Living Cells 
Yuri E. KORCHEV（Imperial College, School of Medicine, 

MRC Clinical Science Centre, London) 

(2002.11.1) 

 

We have developed a scanning patch-clamp technique 

that facilitates single-channel recording from small cells 

and sub-micrometer cellular structures that are inaccessible 

by conventional methods. The scanning patch-clamp 

technique combines Scanning Ion Conductance 

Microscopy (SICM) and patch-clamp recording through a 

single glass nanopipette probe. In this method the 

nanopipette is first scanned over a cell surface, using 

current feedback, to obtain a high-resolution topographic 

image. This same pipette is then used to make the 

patch-clamp recording. Because image information is 

obtained via the patch electrode it can be used to position 

the pipette onto a cell with nanometer precision. The utility 

of this technique is demonstrated by obtaining ion channel 

recordings from the top of epithelial microvilli and 

openings of cardiomyocyte T-tubules. Furthermore, for the 

first time we have demonstrated that it is possible to record 

ion channels from very small cells, such as sperm cells, 

under physiological conditions, as well as recording from 

cellular microstructures such as sub-micrometer neuronal 

processes. In cardiac myocytes, as in most excitable cells, 

action potential propagation depends essentially on the 

properties of ion channels that are functionally and spatially 

coupled. We found that the L-type calcium and chloride 

channels are distributed and co-localized in the region of 

T-tubule openings, but not in other regions of the myocyte. 

In addition, chloride channels were found in narrowly 

defined regions of Z-grooves. This suggests a new 

synergism between these types of channels that may be 

relevant for action potential propagation along the T-tubule 

system and excitation contraction coupling. 

（担当：サビロブ・ラブシャン，岡田 泰伸） 
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30. Relationships between visual cortical maps of the cat. 
Dr. Zoltan F. Kisvarday（Dept. Physiol. Ruhr University Laboratory for Cortical  

Organization Systematics Brain Science Institute, RIKEN) 

(2002.11.11) 

 

The visual cortex contains an orderly representation of a 

number stimulus parameters such as position, 

orientationpreference and ocular dominance. Recent 

observations indicate that map formation follows a 

combination of the continuity and completeness constraints 

rendering the maps structurally related to each other. Here, 

I will present cases from juvenile and adult cats for 

showing that map relationships are either weak or do not 

exist. In the first part, I will deal with the topographic 

relationship betweenorientation and ocular dominance 

maps. In the second part, I will demonstrate the 

independence of orientation and visuotopic maps. 
（担当：Peter Somogyi，重本 隆一） 

 

 

31. グリア研究の新しい展開 
工藤 佳久（東京薬科大学 生命科学部） 

細胞内情報伝達におけるカルシウムの機能－その生理と病態像の解明へむけて－ 
御子柴 克彦（東京大学医科学研究所 脳神経発生 分化分野） 

(2002.11.15) 

（担当：池中 一裕） 

 
32. Diseases of the Dorsal Root Ganglion Cell 

Benn E. Smith（Mayo Clinic, Scottsdale, AZ, USA） 

(2002.11.20) 

 

The dorsal root ganglion (DRG) cell is one of the most 

remarkable neurons in the mammalian nervous system. To 

convey sensory information from a Pacinian corpuscle in the 

distal hallux, the peripheral axon extends to the soma in the 

ipsilateral L5 intervertebral foramen, and then,  without 

synapse, via the central axon to the nucleus gracilis at the 

craniocervical junction -- in some subjects spanning a 

distance which approaches two meters or more. This cell is 

also instructive in that certain categories of human disease 

show a regional predilection for affecting different 

topographic segments of the cell. These include the painfully 

common distal sensory neuropathies, uncommon and 

sometimes deadly sensory ganglionopathies, and the rare 

group of conditions which afflict the central sensory axon in 

isolation, the so-called central sensory syndrome. Each of 

these categories of disease of the dorsal root ganglion cell has 

characteristic patterns of symptoms, physical signs, and 

laboratory abnormalities, which allow the astute clinician to 

diagnose them correctly and to recommend the best course of 

action for the particular disease at hand.Smith BE, 

Windebank AJ: Dorsal Root Ganglion Cell Disorders. In: 

Katirji B, ed. Neuromuscular Disorders in Clinical Practice. 

Butterworth-Heinemann, 2001 Smith BE, Bosch EP: 

Somatosensory evoked potential and quantitative sensory 

testing abnormalities in patients with spinal sensory loss. 

(Abstract) Clin Neurophysiol 112:S36, 2001Smith BE, Bosch 

EP: Neurophysiological findings in patients with spinal 

sensory loss. (Abstract) Ann Neurol 50:S23, 2001 Smith BE, 

Windebank AJ, Dyck PJ: Nonmalignant inflammatory 

sensory polyganglionopathies. In: Dyck PJ, Thomas PK, Low 

PA, Griffin J, eds.  Peripheral Neuropathy.  Philadelphia: 

WB Saunders 1993 
（担当：柿木 隆介） 
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33. 慢性炎症性疼痛における視床 mGluR1-PLCβ4 カスケードの役割 
宮田 麻理子（液性情報研究部門） 

(2002.11.22) 

 

末梢からの感覚情報は，主に視床の後腹側内側核群

(VB (VPL と VPM))を経由して，体性感覚野 4 層に投射

される。一方，体性感覚野の 5-6 層から視床 VB へは

somatotopy を保ちながら大脳皮質-視床投射シナプスを

作り，VB の活動性を調節していると考えられている。

近年の研究で，末梢から脊髄レベルでの痛覚修飾の分子

基盤は明らかになってきたが，視床より上位中枢ではほ

とんど明らかになっていない。私達は，マウス視床の代

謝型グルタミン酸受容体 1 型および phospholipase Cβ4 

(PLCβ4)が視床 VB の神経活動を調節する事によって，慢

性炎症性疼痛の知覚に寄与することをみいだした。さら

に，そこには皮質-視床投射シナプスの関与が示唆された

ので，その経緯について話すとともに，今後の研究の方

向性についても発表したい。

（担当：伊藤 南）

 

 

34. 脳磁図と視覚生理学 
金桶 吉起（統合生理研究施設） 

(2002.12.18) 

 

私は 95 年に赴任して以来，脳磁図を使ってどのよう

な研究をするべきかあるいは何ができるかについて自問

自答してきた。ヒトを対象にした実験であるから，ヒト

固有の高次な脳機能を研究すべきか？ 脳磁図では動物

実験ほど詳細な生理学的研究はそもそもできないから，

動物も持っているような脳機能をわざわざ脳磁図で研究

するべきでないか？ 今回の発表では， 近の我々の研究

成果を紹介しながらみなさんと議論したい。研究内容は，

運動速度の検出について，第一次運動と第二次運動の検

出機構について，専門外の方にもわかりやすく説明する

予定である。 

（担当：伊藤 南） 

 

 

35. Ca2+透過型 AMPA 受容体の情報伝達能を制御する Ca2+結合蛋白 
岡戸 晴生（東京都神経科学総合研究所 分子神経生理） 

(2002.12.24) 

 

これまでラット前脳領域において，CalbindinD28k 等の

Ca2+結合蛋白の発現とCa2+透過型AMPA受容体の発現が

相関することを見い出した。 近この発現相関の機能的

意義の解明を目的とし，培養系を用いて実験をおこなっ

た。その結果，CalbindinD28k は，1) Ca2+透過型 AMPA

受容体の膜表 面発現を促進させ，その AMPA 受容体チ

ャネルから流入した Ca2+によって，2) CalbindinD28k 自

身が核に移行し，CREB のリン酸化を促進する，すなわ

ち，CalbindinD28k が Ca2+透過型 AMPA 受容体を介した

グルタミン酸刺激から遺伝子発現にいたる情報伝達系を

協調的に制御していることが推察された。  

（担当：岡村 康司） 
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36. カリックス型シナプスのシナプス伝達におけるアクチンの役割   
坂場 武史（マックス=プランク生物物理化学研究所 膜生物物理部門） 

(2002.12.25) 

 

放出可能なシナプス小胞のプールはいったん枯渇す

ると，数秒の時定数で補充される。小胞補充のメカニズ

ムに関する手がかりを得るために，薬理的に小胞補充を

阻害することを試みた。ATPγS が小胞補充のスピードを

遅らせたが，NEM や staurosporine などは影響を与えな

かった。一方で，latrunculin A は ATPγS と近似した効果

があった。latrunculin A の効果は phalloidin によって阻害

されたが，phalloidin 自身は何も効果がなかった。シナプ

ス小胞補充においては，アクチンのネットワークを維持

するために ATP が必要であると推定した。また生理的条

件下における複数の小胞のプールの役割についての検討

を報告する。

（担当：井本 敬二） 

 

 

37. An in vitro analogue for attention-regulated memory in the olfactory bulb, using electrophysiological 
and computational approach  

井上 剛（Case Western Reserve University, Department of Neurosciences 研究員） 

(2003.1.17) 

 

スパイク持続活動 (persistent spiking activity) は短期記

憶（もしくは作業記憶）の神経素子の候補として考えら

れている。短期記憶の興味深い一面はその記憶が注意力 

(attention) によって制御を受ける点である。しかしどの

ようにして注意力が短期記憶を制御しているのか，その

神経メカニズムについては未だよくわかっていない。今

回私はラット嗅覚系をモデル系として，その神経メカニ

ズムを調べた。ラットの注意力が上がったときにはスニ

フ行動に伴う数ヘルツのネットワーク振動が嗅球におい

て観察される。すなわち注意力の神経活動の関与を調べ

る上で良いモデル系であると考えられる。 

実験は嗅球スライスからパッチクランプ記録を行った。

嗅球には主として二種類の神経細胞，顆粒細胞 (GC) と

僧房細胞 (MC) が存在し，それらがフィードバック抑制

シナプスを作っていることが分かっている。そこでまず 

GC から記録を行った。GC において一過性の興奮はス

パイク持続活動を誘発することはできなかった。しかし

GC に 2Hz の閾値以下の振動入力を与えた状態で一過性

の興奮を与えるとスパイク持続活動を誘発できることが

わかった。加えてそのスパイク持続活動には低閾値型の

カルシウムスパイク (Low-threshold Ca spike; LTS) が関

与していることも分かった。すなわち振動入力によって

ドライブされる LTS がスパイク持続活動の維持に関わ

っている。 

次に，MC におけるスパイク持続活動のメカニズムの機

序について調べた。GC から MC へは GABA 性の抑制性

のシナプスが存在していることが知られている。MC に

閾値以下の振動入力を与えたところ，MC と GC の閾値

以下の振動入力が in-phase に同期している時にのみ，MC

でスパイク持続活動が生じることが明らかになった。そ

れは MC における IPSP がスパイクの閾値直下ではリバ

ウンドスパイクを転じるのが原因であった。 

後に MC-GC 間のシミュレーションを Hodgkin- 

Huxley model を用いて構築し，その妥当性を検討した。 

 

（担当：井本 敬二） 
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38. Ca2+ Independent but Voltage-dependent Secretion in DRG Neurons 
Zhuan Zhou（Institute of Neuroscience,Shanghai Institutes of 

Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences） 

(2003.1.21) 

 

 Depolarization can trigger the secretion of 

neurotransmitters via Ca2+ influx through voltage-gated 

Ca2+ channels in many neural and endocrine cells, but the 

possibility of secretion triggered by depolarization without 

Ca2+ is not excluded yet. In patch-clamped cell bodies of 

dorsal root ganglion (DRG) neurons, depolarization 

induces an increase of membrane capacitance (Cm) in 

Ca2+-containing solution, and this has been attributed to 

Ca2+-dependent somatic exocytosis.  

We investigated Ca2+ dependent secretion (CDS) in DRG 

neurons, which secrete neuropeptides via exocytosis of 

dense-core vesicles.  In addition, we found that rat DRG 

neurons also displayed a novel Ca2+ independent but 

voltage dependent secretion (CIVDS), because 

depolarization induces Cm increase even in the absence of 

intracellular Ca2+ (Zhang & Zhou, Nat. Neurosci, 2002).  

Here we investigate the kinetics of CDS vs. CIVDS. We 

found, the vesicles account for CIVDS can also be depleted 

by elevated [Ca]i. The Ca2+-dependent Cm signal (CDS) 

shows apparent difference with CIVDS in the vesicles pool 

size and refilling rate. CDS didn’t show rapid endocytosis, 

while CIVDS did and this rapid endocytosis could be 

modulated by frequency of action potentials. 

 Supported by grants from China NSF and “973” program 

 

（担当：河西 春郎） 

 

 

39. 中枢シナプス前ドーパミン受容体の機能  
籾山 俊彦（脳形態解析研究部門） 

(2003.1.22) 

 

生理活性モノアミンの一つであるドーパミンは，中枢

神経系の活動を制御する修飾物質として働いている。従

来 も良く知られていた中枢神経系におけるドーパミン

の作用は，中脳のドーパミン性ニューロン自身に対する

抑制作用であった。即ち，外来性に投与したドーパミン

により，細胞体あるいは樹状突起に存在する D2 タイプ

受容体が 活性化され，内向き整流性カリウムチャネルの

開口によって膜が過分極してドーパミン性ニューロンの

活動が抑制される，という作用である。これに対して，

グルタミン酸や GABA 遊離を制御するシナプス前ドー

パミン受容体の機能についてはこれまでほとんど知られ

ていなかったが，近年のスライスパッチクランプ法の進

歩により，シナプス後電流の解析を高解像度で行うこと

が可能になり，ここ数年で，特に大脳基底核およびその

関連部位のシナプス前ドーパミン受容体の機能に関する

データが集まってきた。今回は，線条体を中心とする中

枢ドーパミン系におけるシナプス前ドーパミン受 容体

の機能について，私の 近のデータを紹介する。  

（担当：伊藤 南） 
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40. Diversity of cortical GABAergic neurons and spike timing in the rat hippocampus     
Peter Somogyi（Medical Research Council, Anatomical Neuropharmacology Unit, 

Department of Pharmacology, Oxford University, Mansfield Road, Oxford OX1 

3TH, UK, and Visiting professor, NIPS, Japan） 

(2003.1.27) 

 

The cerebral cortex is the largest neuronal mass of the 

brain and is organised in an as yet poorly defined modular 

manner. The basic cortical circuit includes: 

1. A large population of spiny principal neurones 

reciprocally and differentially connected to the thalamus 

and to each other via axon collaterals releasing excitatory 

amino acids, and a smaller population of mainly local 

circuit GABAergic neurones. 

2.Extensive and differential reciprocal connections amongst 

GABAergic neurones. 

3. All extrinsic and intracortical glutamatergic pathways 

terminating on both the principal and the GABAergic 

neurones, differentially weighted according to the 

pathway. 

4.Synapses of multiple sets of glutamatergic and 

GABAergic afferents subdividing the surface of cortical 

neurones and often co-aligned with each other on the 

dendritic domain. 

5.A unique GABAergic neuron, the axo-axonic cell, 

influencing principal cells through GABAA receptors at 

synapses located exclusively on the axon initial segment. 

The sets of GABAergic interneuron, which participate in 

the timing of the activity in a given population of principal 

cells, is difficult to delineate in the isocortex, due to diverse 

populations of principal cells in any cortical area. In the 

hippocampal formation a reasonably homogeneous 

population of principal cells allows the definition of 

interneurons needed for the basic cortical circuit. So far 11 

types of interneuron innervating each pyramidal cell, and 

an additional 3 types innervating mainly other interneurons 

have been defined or predicted. As they usually innervate 

distinct domains of the postsynaptic neuronal surface, such 

as the soma, the proximal or distal dendrites and the axon, 

they may act simultaneously, carrying out different 

operations by a spatial division of labour, depending on the 

requirements of the particular domain. However, some of 

them may be co-ordinated through a temporal division of 

labour acting either sequentially in the same brain state, or 

making a contribution to some but not all brain states. With 

my colleagues, Gyorgy Buzsaki, Philip Cobden, Thomas 

Klausberger, Peter Magill, Laszlo Marton and David 

Roberts we have been testing the differences in the 

spatio-temporal contribution of identified and 

immunocytochemically defined interneurones to the 

population activity of the CA1 hippocampal area in vivo. 

In the hippocampus, behaviour-contingent oscillatory 

network activities at distinct frequencies have been 

implicated in encoding, consolidation and retrieval of 

information. Some GABAergic interneurons fire phase 

locked to theta (4-8 Hz), or sharp wave-associated ripple 

(120-200 Hz) oscillations that represent different 

behavioural states. Our results show that three distinct 

interneuron types, basket, axo-axonic, and O-LM cells, 

visualised and defined by synaptic connectivity as well as 

by neurochemical markers, contribute differentially to theta 

and ripple oscillations in anaesthetized rats. The firing 

patterns of individual cells of the same class are remarkably 

stereotyped and provide unique signatures for each class. 

The results demonstrate that the diversity of interneurons, 

innervating distinct domains of the pyramidal cells, 

emerged to co-ordinate the activity of pyramidal cells in a 

temporally distinct and brain state-dependent manner. 

（担当：重本 隆一） 
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41. Disrupting the brain to improve befavior（脳機能の干渉による行動の改善） 
Alvaro Pascual-Leone（ハーバード医学校 神経学助教授） 

(2003.1.28) 

 

Paradoxical functional facilitation in patients with brain 

injuries and animal models demonstrate that behavior can 

be improved, rather than worsened by a focal brain 

disruption. Transcranial magnetic stimulation (TMS) 

provides a means for controlled modulation of cortical 

activity and correlation of brain-behavior relations.  As 

such, TMS provides a means to systematically study 

paradoxical functional facilitation mechanisms. 

Studies in humans and animal models of attention and 

neglect provide a unique exemplary demonstration of this 

capability. Novel insights into fundamental mechanisms of 

brain function and possible therapeutic principles for 

neuromodulation can be derived.  

（担当：定藤 規弘）

 

 

42. 経脳硬膜超音波ドプラー法を用いた脳機能解析 
畑中 伸彦（東京都神経科学総合研究所・流動研究員） 

(2003.2.6) 

 

超音波診断装置を用いた経脳硬膜超音波ドプラー法は，

脳局所における血流速度の変化による神経活動の観察だ

けでなく，賦活化された部位を超音波断層像から解剖学

的に同定できるため，脳の機能的イメージングが可能で

ある。われわれはこのような手法を用いて，両手及び片

手のボタン押し運動課題を実行中のサルから大脳皮質運

動関連領野の活動変化を経時的に記録した。その結果，

課題に関連して血流変化を示す領域は，電気生理学的記

録実験から得られた従来の所見とよく一致していた。ま

た，同様の課題を用いて運動学習の成立過程における大

脳皮質の血流変化を解析した結果，補足運動野の活動が

運動学習の成立に対応して活動が減少することが明らか

になった。さらに，サルに提示する運動課題を両手ある

いは片手の分別課題から，片手のみの単純課題に変化さ

せると，補足運動野において緩徐な活動低下がみられた。

これらの所見は，両手運動に補足運動野が強く関与する

ことを示唆している。 

（担当：南部 篤） 

 

 

43. ニューロンでの Ca2+誘起性 Ca2+遊離機構の生理学 

久場 健司（名古屋大学大学院 医学研究科 細胞情報医学 細胞生理学） 

(2003. 2. 18) 

 

細胞内 Ca2+上昇の増強機構として，リアノジン受容体

や IP3 受容体を介する Ca2+誘起性 Ca2+遊離（CICR）は，

筋細胞，特に心筋においてその収縮に不可欠の役割をす

る。ニューロンでの CICR の役割については，Ca2+依存

性K+チャンネルを介する細胞膜の興奮性制御や神経突起

の伸長などが知られていたが，その詳細な機序は解って

いなかった。しかし， 近の研究によれば，CICR がニ

ューロンで多様な生理的な役割を発揮し，それぞれがユ

ニークな機構で制御されることが解かって来ている。 

このセミナーでは，約 30 年前にニューロンでのリアノジ

ン受容体を介する CICR が 初に発見されて以来の初期

の末梢自律神経節細胞での CICR 研究を少し紹介し，

近の主に生理学的手法により得られたデータに基づき，

末梢自律神経節細胞での2種のCa2+依存性K+チャンネル

の活性化を介する CICR による細胞膜興奮性制御機構や

CICR によるアセチルコリン受容体の感作の機構やシナ
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プス前終末での伝達物質開口放出とその可塑性の制御に

おける CICR の生理的役割についてお話しした。特に，

リアノジン受容体，電位依存性 Ca2+チャンネル，Ca2+作

用機能分子との緊密な三叉連関機構，細胞質での CICR

による新しい Ca2+波の伝播機構，シナプス前終末でのリ

アノジン受容体のCa2+依存性のプライミング機構につい

て紹介した。 

（担当：岡田 泰伸・伊佐 正） 

 

 

44. サルＶ４野におけるトップダウン性注意によるボトムアップ性注意の制御機構  
小川 正（高次神経性調節研究部門）  

(2003.2.19) 

 

注意には，ボトムアップ性とトップダウン性の 2 種類

がある。前者は白地のワイシャツに付着したケチャップ

ソースのように，目立つ刺激が入力されることによって

起動される受動的は注意であり，後者は刺激の色や形な

ど刺激がもつ特定の性質に対して選択的に関心を向ける

ことによって起動される能動的な注意である。視覚情報

処理の神経機構において，これら 2 つの注意成分が果た

している役割を調べるため，多次元視覚探索課題をサル

に行わせて V4 野からニューロン活動を記録した。課題

では 2 種類の色と形から成る刺激が注視点周りに 6 個呈

示されるが，それらには色及び形次元で目立つ刺激が１

つずつ（目標，妨害刺激）含まれる（例えば，1 つの赤

四角，1 つの緑丸，つの緑四角）。サルは色，または形次

元で目立つ刺激に向かってサッカードを行うと報酬がも

らえるが，どちらの次元で目立つ刺激を目標とするかは

試行ブロックごとに入れ替わる。この課題では，ボトム

アップ性の注意によって目標となり得るべき刺激は 2 つ

（色，または形次元で目立つ刺激）にまで絞り込まれる

が，2 つの刺激から正しく目標を選ぶためには色（また

は形）次元に対して選択的に向けられたトップダウン性

の注意が必要となる。得られたニューロン活動を解析し

た結果，V4 野ではニューロン活動がボトムアップ性とト

ップダウン性の両方の注意成分により独立に修飾されて

いた。ボトムアップ性の注意機構により，受容野に色ま

たは形次元で目立つ刺激が呈示されたときは目立たない

刺激が呈示された場合にくらべてニューロン活動が増強

された。トップダウン性の注意機構は，ボトムアップ性

の注意機構によるニューロン活動の増強作用を制御して

おり，刺激が目標となる特徴次元で目立つ場合はその増

強作用がより強められたが，妨害となる特徴次元で目立

つ場合はその増強作用が弱められた。探索するべき特徴

次元が入れ替わるのに応じて，トップダウン性の注意機

構によるボトムアップ性の注意機構に対する制御の効果

は柔軟に変化した。  

（担当：伊藤 南） 

 

 

45. 大脳基底核回路における淡蒼球の位置  
喜多 均（テネシー大学 医学部 解剖・神経生物学） 

(2003.2.25) 
 

従来，大脳基底核の神経回路において，淡蒼球とくに

外節は付随的な構造と見られることが多かったようで

す。しかし，近年，喜多先生たちの研究グループの成果

により，淡蒼球は大脳基底核全体の活動をコントロール

している重要な核であるという認識が広まりつつありま

す。今回，私たちのグループとの共同研究のため，1 月

より 2 ヶ月間生理研に滞在されているので，この機会に

新の成果について，お話を伺うという趣旨でセミナー

を企画しました。 

（担当：南部 篤）
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46. Identification of distinct glutamatergic receptor subtypes at the synapses of the different type of 
vesicular glutamate transporters in the rat striatum  

    藤山 文乃（京都大学 医学研究科 高次脳形態） 

(2003.2.27) 

 

The basal ganglia are highly interconnected and the striatum 

receives glutamatergic inputs from the cerebral cortex and 

thalamus. By the double immunoelectron microscopy 

combined with anterograde tracing method,vesicular glutamate 

transporter 1 (VGluT1) and VGluT2 immunoreactivities were 

selectively localized in the corticostriatal terminals and 

thalamostriatal terminals, respectively. The thalamostriatal 

terminals were medium- sized to large and made asymmetrical 

synapses mainly with dendritc shafts (60%). In contrast, 

corticostriatal terminals were smaller and made asymmetrical 

synapses mainly with spine heads (70%). The post-and 

pre-embedding immunoelectron microscopy revealed that 

ionotropic glutamate receptors  (NR1, GluR1, GluR2/3 and 

GluR4) were observed at both VGluT1- and VGluT2-positive 

synapses, whereas mGluR7, which is a metabotropic glutamate 

receptor, was found only at VGluT1- positive synapses. 

Furthermore, it was an unexpected finding that GluR2/3 

receptors were occasionally seen at presynaptic membrane 

sites of VGluT2- positive terminals.

  （担当：重本 隆一） 

 

 

47.「焦点刺激による中枢微小神経終末の機能解明」 
赤池 紀扶（九州大学大学院 医学研究院細胞 システム生理学分野） 

(2003.3.13) 

 

ラット中枢ニューロンを機械的に単離すると，このニ

ューロン表面には１µｍ以下の沢山の興奮性ならびに抑

制性神経終末（ブートン）が付着している。これを'シナ

プス・ブートン標本'と呼ぶ。この一つのブートンのみを

焦点電気刺激することによって微小終末部の電位依存性

チャネルや受容体の機能が解明できるようになった。今

回はシナプス・ブートン標本の作製法，標本の特徴やブ

ートンに存在する Ca チャネルなどについて報告する。 

（担当：岡田 泰伸，井本 敬二） 

 

 

48.中枢神経細胞樹状突起のスパイン形態とグルタミン酸受容体の機能発現 
松崎 政紀（生体膜研究部門） 

(2003.3.13) 

 

多くの中枢神経細胞ではグルタミン酸作動性入力は

樹状突起のスパインに入力する。古くからスパインは形

態的に著しく多形であることが知られ，シナプス伝達の

部位と して多くの研究がなされてきた。 近のイメー

ジング技術の進歩により，スパイン形態が数分の時間ス

ケールで変化することが明らかになってき，また invivo

では数ヶ月にもわたり形態が保持されるスパインが多数

存在すると報告されている。しかし，これまで単一スパ

インの機能を調べる方法論がなく，スパインの形態と機

能の関係は不明のままであった。そこで，我々は 2 光子

励起可能なケイジドグルタミン酸を新規 に合成して，局

所的に 2 光子励起することによりシナプス前終末からの

グルタミン酸放出とほぼ同等な時空間解像でグルタミン

酸を放出し，樹状突起表面のグルタミン酸感受性を単一

スパインレベルで測定する技術を確立した。この方法論

を急性海馬スラ イス標本 CA1 錐体細胞に適用した結果，
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AMPA 受容体の発現はスパインの頭部の大きさに 強く

相関し，頭部がないときにはないこと，一方，NMDA 受

容体の発現とスパイン頭部の大きさには強い相関がない

ことを見出した。これは，スパイン形態によってグルタ

ミン酸受容体の分配が決まり，その様式は 2 種類の受容

体で異なることを示唆する。スパインの形態可塑性に関

する 近の結果も併せて発表したい。 

（担当：伊藤 南） 
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大学院特別講義 
 
 

１. 第 45 回（2002.4.10） 

 演者：佐々木 和夫 所長 

 演題：生理学序説・小脳の機能と小脳症状 

 

２. 第 46 回（2002.5.8） 

 演者：統合バイオサイエンスセンター時系列生命現象 岡村 康司 教授 

 演題：ニューロンの個性としての発火パターンと電位依存性チャネルの役割 

 

３. 第 47 回（2002.6.19） 

 演者：小幡 邦彦 教授 神経化学研究部門 

 演題：ノックアウトマウスを通してみた GABA のはたらき 

 

４. 第 48 回（2002.7.15） 

 演者：統合バイオサイエンスセンター戦略的方法論 永山 國昭 教授  

 演題：ナノイメージング法で見る生体分子のはたらき 

 

５. 第 49 回（2002.9.11） 

 演者：統合バイオサイエンスセンター生命環境 森 泰生 教授 

 演題：イオンチャネルの生理学的役割を分子遺伝学的アプローチにより解明する 

  

６. 第 50 回（2002.10.9） 

 演者：統合生理研究施設 感覚・運動機能研究 柿木 隆介 教授 

 演題：脳磁図（MEG）によるヒト脳機能研究 

  

７. 第 51 回（2002.11.26） 

 演者：生体情報研究系・液性情報 井本 敬二 教授 

 演題：神経活動への計算論的アプローチをめぐって 

  

８. 第 52 回（2002.12.11） 

 演者：生体情報研究系・神経情報 池中 一裕 教授 

 演題：脳機能発現におけるグリア細胞の役割 

  

９. 第 53 回（2003.1.15） 

 演者：生体調節研究系・生体システム 南部 篤 教授 

 演題：大脳基底核の構造と機能 

  

10. 第 54 回（2003.1.20） 

 演者：統合生理研究施設 自律機能 柴崎 浩 教授 

 演題：脳の電気活動と脳機能イメージング 
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11. 第 55 回（2003.2.5） 

 演者：生体情報研究系・高次神経機構 後藤 由季子 助教授 

 演題：リン酸化による細胞運命制御 

 

12. 第 56 回（2003.3.5） 

 演者：生体情報研究系・高次神経機構 八木 健 教授 

 演題：脳と心と遺伝情報 
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