機 能 的神 経 回路 構 築 の 分 子基 盤 の 研 究

I

Znフ ィンガー型転写因子 は初 期神経系 のパ ター ン形成
および神経細胞 の分化 に関わ る。本研究では, トランスジェ

試 験 研 究 の 全 体計 画

1.研 究の趣 旨

ニ ックおよび ノ ックアウ トマ ウスを用 いて,Znフ ィンガー

機能的神経回路網 の構築原理 を解明す ることは,高 次神
経・ 精神活動 を司 る脳を理解 す る上で極めて重要な課題 の

型転写因子 によ り決定 される神経細胞 の特異性 ,お よびそ

ひとつで ある。さらに,急 速 な高齢化社会 を迎えて いる我
が国 では,ア ル ッハ イマー病を はじめとす る痴呆性疾患

る。

0)HLH型 転写因子 による神経回路形成制御 に関す る研

神経変性疾患等 の困難 な脳神経疾患 の克服 が,社 会的 な問

究 (京 都大学 ウイルス研究所

題 とな っている。
本提案 では, シナプ ス機能 の発現 と可塑性 の過程を含 め
た高次脳機能 を担 う神経回路形成過程 の全体像を分子 レベ

哺乳動物 の神経発生 は多 くの HLH型 転写因子 によって
正 と負 に制御 されると考え られるが,そ の詳細 は未 だ明 ら
かではない。本研究では,標 的遺伝子破壊法 や レトロウイ

ルで理 解す ることを目指す戦略的研究を行 う。このために
遺伝学的解析 のよ り容易 な モデル生物での解析 とマ ウスな

ルス導入法 を用 いて,複数 の HLH型 因子遺 伝子 に異常 を
持 つ変異 マ ウスを作製 し,神 経回路形成制御機構 を明 らか

どの哺乳類で の解析 の相互乗 り入 れを積極的 に推進 し,脳

にす る。

細胞 の発生 ,軸 索 の伸長 と標的認識 ,回 路 の機能発現 を制
御す る分子群 の単離・ 同定 とその生理機能 の解明 を行 う。

2.脳 の分節化・ 特異化 による回路形成制御機構 に関す る
研究

また特に哺乳動物 のモデル系 であるマ ウスを用 いて,神 経
回路 の構築制御遺伝子 を,細 胞,組 織 ,個 体 の各 レベ ルで

神経系 の形成過程 では,前 後軸 および背腹軸にそ った領
域特異化 がおこり,神 経細胞 の配置や軸索誘導 の位置情報

操作す る技術 を確立す る。 さらにこの知見および技術を元
に,重 要 な機能分子 の発現・ 機能 の動態を細胞 レベルある

が与 え られることが示唆 されて いる。本研究 では,脳 の領
域特異化 か ら神経回路網形成 に至 る分子機構 を明 らか にす

いは組織 レベルで可視化 し得 るようなモデル動物 の作製技
術 およびその画像解析技術 を開発す る。以上 のよ うな戦略

る。

,

,

的研究 の集約 によ り,脳 の発生・ 発達過程 における機能的
神経回路構築 の分子基盤 を明 らかにす る。

の特異化 か ら機能的神経回路形成 に至 る経路 を明 らかにす

影山龍一郎 )

(1)脳 分節形成 と軸索誘導 の分子機構 に関す る研究
(厚 生省国立精神・ 神経 セ ンター神経研究所 ,東 北大学医

学部

大隅典子 )

脳 の分節的 な構築 が神経回路 の形成 に重要 であることが
示唆 されて いるが,そ の詳細 は明 らかではな い。本研究 で

2.研 究内容及び目標
1.転 写因子 による神経回路形成制御 に関す る研究
脳神経系 の構築過程 では,多 様性 に富 んだ神経細胞 が複
雑 な神経回路網 を形成す る。 この神経細胞 の多様 な性質 の

は,全 胚培養下 での脳組織 について,細 胞標識法 および電
気穿孔法 による遺伝子導入法 を駆使 して,細 胞分化 の系譜
あるいは神経軸索 の走行を解析 し,脳 分節 の形成機構,脳

多 くは転写因子 によって決定 されて いる。本研究 では神経
細胞 の分化 を制御す る代表的 な転写因子 に注 目 し,神 経回

分節 による初期回路 の制御機構 を明 らかにす る。
け)前 脳 における組織構築 と回路網形成 の分子機構 に関す

路形成 に果 たす役割を明 らかにす る。
(1)LIMド メイ ン型転写因子 による神経回路形成制御 に

る研究 (東 京大学大学院医学系研究科

関す る研究 (理 化学研究所脳科学総合研究 セ ンター 岡本
仁)
運動神経細胞 と感覚神経細胞 では,そ れ らのサプタイプ
が LIMド メイ ン型転写因子 の組 み合わせ (LIMコ ー ド)
によつて規定 され る。本研究では,ゼ プラフィッシュを主

中福雅人 )

前脳 は将来 の大脳皮質,基 底核 などの高次脳機能 の中枢
を生み出す原基 であるが,そ の神経回路構築 の分子機構 に
ついては不明 である。本研究 では,器 官・ 細胞培養系 や全
胚培養系 での遺伝子操作 を通 じて,前 脳神経板 のパ ター ン
形成・ 領域特異化 が脳 の神経構築,お よび領域間相互 の神

たる実験材料 として用 い,LIMド メイ ン因子群 の神経回

経回路網 の形成 にどのように寄与す るかを明 らかにす る。
0)網 膜視蓋投射形成 の分子機構 に関す る研究 (東 北大学

路形成 における役割を解明す る。
(2 Znフ ィ ンガー型転写因子 による神経 回路形成制御 に

加齢医学研究所 仲村春和 )
網膜 ―視蓋間 の回路形成 では,視蓋 は二次元的に正確 な

関す る研究 (理 化学研究所 ライフサイエ ンス筑波研究 セ ン
ター 有賀純 )

対応 で網膜 か らの投射 を受 ける。本研究 で は,FGF8,

Pax6,Otxと いった因子 よりな る,視 蓋分化 をひ きお こ
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す遺伝子 カスケー ドを明 らかに し,網 膜 ―視蓋投射形成 の

の薬理学的な プロ ックあるいは遺伝子欠損 マ ウスを用 いた

分子機構を解明す る。

解析 によ り明 らかにす る。

3.神 経回路形成 を制御す る細胞間相互作用 に関す る研究
神経回路網 は,個 々の神経細胞 がその標的細胞を正確 に

け)シ ナプス機能発現 の分子機構 に関す る研究 (上 智大学
生命科学研究所

認識 し, シナプス結合をつ くることによって形成 される。

熊倉鴻之助 )

この過程 は,神 経細胞間 の特異的な相互作用によって制御

神経回路網 の機能的単位である シナプスでは,伝 達物質
の放出が時間的・ 空間的に厳密に制御 されている。本研究

されている。本研究では,細 胞間相互作用 に直接関わる接

では,細 胞内機能分子 の レーザー不活性化や分泌顆粒の標

着因子や軸索誘導・ 反発因子 といった機能分子 を同定 し

識操作 によ り,伝 達物質放出過程 の分子機構 を時空間的 に

,

回路形成 にお ける役割を明 らかにする。

解析す る。

(1)神 経回路構築 における細胞接着分子群 の機能 に関す る

0)機 能的神経回路形成 に関わる新 たな分子群 の探索

研究 (働 大阪 パ イオサイエ ンス研究所,理 化学研究所脳科
学総合研究 セ ンター 吉原良浩 )

崎国立共同研究機構生理学研究所 八木健 )
非 レセプ ター型チ ロシン リン酸化酵素 Fynは シナプス
に存在 し,学 習・ 情動行動制御に深 く関わ ってい る。本研

免疫 グロプ リン超分子群 は,神 経回路 の形成・ 維持・ 可
塑性 など様 々 な現象 に関与す ることが示唆 されている。本
研究では,嗅 覚神経系を モデルシステム として,テ レンセ

(岡

究 では,こ の Fynと 共役す る新規分子群 を探索 し,遺 伝
子欠損 マ ウスを用 いて機能的神経回路形成 における新 たな

フ ァ リン,BIG‑1,BIG‑2,OCAM等 の接着分子群 の機能

機能を明 らかにす る。

解析 を進 め る とと もに,新 規分子 の探索 を行 い,機 能的神

5.機 能的神経回路形成過程 の可視化技術 の開発 に関す る

経回路構築 にお ける細胞接着分子群 の役割 を明 らかにする。

研究

(2

神経活動に依存 したシナプス機能 の発現 にいたる過程
特 に シナプスの完成期における可塑的変化 は, シナプスお

特異的 シナプス形成 の分子機構 に関する研究 (東 京大

学大学院理学系研究科 能瀬聡直 )
本研究では, ショウ ジ ョゥパ エを モデル として, シナプ
ス形成時 にお ける標的細胞 の認識機構を明 らかにす る。特

,

よび樹状突起 の形態学的変化を伴 う場合 があるが,そ の詳
細 は不明である。本研究では,可 視化分子を コー ドす る遺

に神経 ―筋認識分子 Capriciousに つ いて, シナプス形成
初期過程 にお ける シグナル伝達機構を探 る。また,異 所発

伝子を導入・ 発現 したモデル動物 の作製 ,お よびその超高

現 トラップ法を用 いた遺伝子 ス ク リーニ ング法を用 いて

路 の構築過程 の可視化技術を確立す る。

新規機能分子 の同定 を試みる。

(1)中 枢神経 シナプスの形成過程および機能発現 に伴 う構

(31 神経軸索 の正中交差を制御す る分子機構 に関す る研究

造的変化に関する研究 (通 商産業省工業技術院生命工学工

(筑 波大学基礎医学系

業技術研究所 ,東 京医科歯科大学医学部 岡部繁男 )
シナプスの可塑的変化 のメカニズムを解明するためには

,

桝正幸 )

神経軸索 の選択的伸長 に必要 な軸索誘導因子 の解析 は

,

感度・ 高解像度イ メージング装置を開発 し,機 能的神経回

,

近年急速 に進みつつ ある。 しか しなが ら,軸 索 の正中交差
の分子機構 については,未 だ不明 な点 が数多 く残 されてい
る。本研究 では, ショウ ジョウバ エ遺伝子 の脊椎動物相同

生 きた状態の神経細胞 の突起形態を可視化 し,可 視的変化
の前後 で形態を比較す る必要 がある。本研究では,突 起 に
局在す る分子 と発光 タ ンパ ク質 との融合分子 を神経細胞 に

遺伝子および底板細胞特異的な分泌因子 の単離を行 い,軸
索 の正中交差 を制御す る分子機構を解析す る。

導入す ることで, シナプスの微細構造を可視化 し,神 経活

4.シ ナプスの機能発現を担 う機能分子 に関す る研究

(2

機能的 な神経回路網 は,ま ず遺伝的 プ ログラムによって

動 に依存 した シナプスの可塑的形態変化を明 らかにす る。
超高感度画像解析 システ ムの開発 に関す る研究 (浜 松
ホ トニ クス榊 システム事業部 神谷清 )

形成 された後,外 界 か らの入力信号 によ り修飾・ 再編成 さ

神経回路網形成な らびに回路網 の動的修飾 に関与す る分

れ,可 塑性 などの動的活性を獲得 してはじめて完成される。

子群 の発現様式 の可視化 の ために,「 多波長二次元 タイ ム

この神経活動 に依存 した機能的神経回路 の形成機構につい
て,発 牛 T学 ,電 気生理学 ,あ るいはレーザーを利用 した

ラプスイメージングシステム」を開発する。最新 の高感度・
高解像度デ ジタル冷却 CCDカ メラに,多 波長切替装置 な

新 たな方法 を駆使 して明 らかにす る。

(1)発 達 における視皮質可塑性 の分子 メカニズムに関す る

らびに Z軸 コン トロー ラーを組合わせて構築す る。本 シス
テムを用 いて,Jれ υじ
ι
ro系 ,れ υJυ ο系 において ,神 経回

Hensch

路構築時における機能分子等 の発現動態を可視化す る技術

研究 (理 化学研究所脳科学 総 合研究 セ ン タ ー

Takao)

を開発す る。

発達期 の視覚経験 は,左 右 の眼か らの入力間 の競合を引
き起 こし,大 脳新皮質 の神経結合 の機能的および構浩 卜の
精緻化を促進す る。 この神経活動 に依存 した神経回路網 の
形成 と可塑性 のメカニズムを,可 塑性に関与す る機能分子

3.年 次計画
本 プ ロジェク トでは,時 間軸 に沿 って連続的 に展開す る
機能的神経回路 の構築過程 の統一 的な理解を刺副句に進め
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,

その分子的 な基盤を解明す ることを目標 とす る。
第 I期 では,機 能的神経回路網 の構築過程 を解析す るた
めの新規方法論 ,実 験技術 の開発,な らびに高次脳機能を
担 う中枢組織 を対象 とした研究基盤の確立を戦略目標 とす
る。まず, 1)神 経細胞 ,脳 組織 の新規培養・ 遺伝子操作
技術 , 五)ニ ワ トリ,マ

ウス胚脳組織 へ の遺伝子導入技術

,

■)マ ウス個体 での遺伝子操作技術 ,等 を開発す る。 また

,

シナプス部位 での電気生理学的解析 と分子生物学的解析 を
融合 した新 しい方法論 として, i)パ ッチクランプ法 によ
るチ ャ ンネル活性測定 と PCRに よる発現遺伝子 の同定

,

五)神 経伝達物質放出過程 の時間的・ 空間的制御 と シナプ
ス修飾 の解析 ,を 行 う。 シナプス部位での機能分子の発現・
修飾 の可視化 のために, 1)神 経回路形成 を制御す る機能
分子 の可視化分子 へ の修飾技術 , 五)可 視化分子 の遺伝子

研

究

項

目

10年

度

導入,澁 )可 視化分子発現 モデルマ ウスの作製,市 )細 胞 0
組織 レベルでの機能分子 の可視化 のための画像処理 ,等 の
必要 な新規技術 の開発 を進める。さらに, i)モ デ ル生物
(シ ョウジョウパ エ,ゼ プラフ ィッシュ)を 用 いた分子遺
伝学,五 )differential display,subtractive library等 の
分子生物学的手法,■ )異 種生物 にお ける相同遺伝子群 の
単離,等 の方法論 を駆使 して,新 規機能分子 の同定 を行 う。
第 Ⅱ期 では,上 記で確立 した方法論 ,技術を基盤 として
,

転写制御因子,細 胞接着分子 ,軸 索伸長・ 反発因子 , シグ
ナル伝達分子等 による,神 経細胞 の分化制御 ,領 域特異性
の確立 ,軸 索走行位置 の決定 と特異的標的認識 , シナプス
構造 の形成 と機能発現 ,神 経活動 によるシナプ ス機能 の修
飾 の機構を明 らかに し,機 能的 な神経回路 が構築 される分
子的 な機構 の全体像 の解明 を目指す。

11年

度

12年

度

13年

度

14年

度

転写因子 による神経回路形成制
御 に関す る研 究
IsJ‑2の 共 役 因 運動神経特異的 運動神経軸索伸 運動神経運命決 LIM因 子 の 神
経回路制御 の解
定機構 の解析
長機構 の解析
遺伝子 の同定
よる神経回路形成制御 に関す る 子 の探索
明
研究

(1)LIMド メイ ン型転写因子 に

(2 Znフ ィ ンガー型転写因子 に Zc変 異 マ ウ ス 変異導入 マ ウス 複合変異 マ ウス Zcの 上 流 及 び Zcに よ る神 経
よる神経回路形成制御 に関す る の作製

の表現型 の解析 の作製

研究

G)HLH型 転写因子 によ る神経 HLH因 子 変 異 HLH因 子 変 異
回路形成制御 に関す る研究

マ ウスの作製

マ ウスの作製

下流因子 の解析 回路制御 の解明

変異 マ ウス神経 2重 変異 マ ウス HLH因 子 の 神
系 の異常 の解析 個体作製 と解析 経回路制御 の解
明

脳 の分節化・ 特異化 によ る回路
形成制御機構 に関す る研究
(1)脳 分節形成 と軸索誘導 の分子 全胚培養へ の遺 脳分節形成 に関 脳分節形成 に関 軸索誘導 に関わ 脳分節形成 と軸
索誘導 の解明
伝子導入法確立 わる分子 の探索 わる分子 の解析 る分子 の解析
機構 に関す る研究
(2 前脳 における組織構築 と回路 前脳組織 の器官 培養胚前脳 へ の 前脳組織 の組織 前脳組織 の回路 前脳神経回路構
形成機構 の解析 築機構 の解明
遺伝子操作開発 構築 の解析
網形成 の分子機構 に関す る研究 培養法開発
(31 網膜視蓋投射形成 の分子機構 視蓋領域決定候 視蓋領域決定候 誘導異所性視蓋 視蓋 の背腹軸 の 網膜視蓋投射機
決定機構 の解析 構 の解明
に関す る研究
補分子 の機能解 組織 の解析
補分子 の探索
析
神経回路形成 を制御す る細胞間
相互作用 に関す る研究
(1)神 経回路構築 における細胞接 接着分子解析系 新規接着分子群 接着分子群変異 接着分子群 の機 接着分子群 の機
マ ウスの作製
の解析
の確立
能 の解明
能解析
着分子群 の機能 に関す る研究
(2 特異的 シナプス形成 の分子機 異所発現 トラッ 異所発現 トラッ Capriciousの 下 シナプ ス関連遺 特異的 シナプス
構 に関す る研究

0)神 経軸索 の正中交差 を制御す
る分子機構 に関す る研究

プ法 の実施

プ変異体 の解析 流因子 の同定

伝子 の機能解析 形成機構 の解明

軸索正中交差制 正中交差制御因 正中交差制御因 正中交差制御因 軸索正中交差制
子受容体 の同定 子受容体 の解析 御機構 の解明
子 の機能解析
御因子 の同定
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究

研

項

目

10年

11年

度

12年

度

度

13年

度

14年

度

シナプスの機能発現 を担 う機能

4.

分子 に関す る研 究

(1)発 達 における視皮質可塑性 の 遺伝子欠損 マ ウ 視床皮質問相互 可塑性 に伴 う回 可塑性を担 う分 視皮質可塑性 の
分子 メカニズムに関す る研究

ス可塑性解析
作用 の画像解析
シナプス機能発現 の分子機構 機能分子 レーザー 分泌顆粒標識・
に関す る研究
不活化法開発
可視化法 の開発
0)機能的神経回路形成 に関わる 新規回路形成制 新規分子 の発現
(動

新 たな分子群 の探索

御分子 の探索

様式 の解析

路形態変化解析 子 の同定
機構 の解明
時空的 シナプス 神経伝達物質放 神経伝達物質放
解析法 の確立
出の時空的解析 出機構 の解明
遺伝子欠損 マ ウ 遺伝子欠損 マ ウ 回路形成 の新規
スの作製
スの解析
機能分子 の解明

機能的神経回路形成過程 の可視
化技術 の開発 に関す る研究

(1)中 枢神経 シナプスの形成過程 蛍光 マーカー分 蛍光 マーカー分 トランスジェニッ スライス系 およ シナプス機能発
に伴 う構造的変化 に関す る研究 子 の作製
子 の評価
ム
9)超 高感度画像解析 システ の 多波長二次元イ 多波長二次元イ
メージング基本 メージング拡張
開発 に関す る研究
ユニ ッ ト構築
ユニ ット構築

所

要

経

費

(合 計 )

188百 万 円

クマ ウスの作製 び個体 での解析 現機構 の解明
多波長二次元 イ イメージング技 イメージング技
メ ー ジ ング技術 術 による回路構 術 による回路構
の確立

築機構 の解析

築機能 の解明

219百 万 円

4.平 成 11年 度 における実施内容と達成 目標
1.転 写因子 による神経回路形成制御 に関す る研究

索を標識 して解析す る。

(1)LIMド メイ ン型転写因子 による神経回路形成制御 に

(υ

関す る研究

る研究

運動 /感 覚神経細胞 において Islet‑1,2に 共役す る因子
あるいはその下流因子を探索す る。 また,Islet‑1ェ ンハ

大脳皮質,基 底核 などの原基 である前脳 について,培 養
組織・ 細胞へ の遺伝子導入法を開発す る。遺伝子操作を加

ンサーを用 いて作製 した運動神経細胞 で GFPを 異所発現

えた組織 について,パ ター ン形成及 び神経回路網 の形成過

す る トランスジェニ ックゼプラフィシュについて神経回路

程を解析する。
G)網 膜 ―視蓋投射形成 の分子機構 に関す る研究
ニワ トリ胚を用 いて,網 膜 か らの視神経投射 の特異性 を

知 るために,全 胚培養下 で神経上皮細胞や ニ ュー ロンの軸

形成 の動態を リアル タイ ムで観察す る技術を確立す る。
(D Znフ ィ ンガー型転写因子 による神経回路形成制御 に

前脳 における組織構築 と回路網形成 の分子機構 に関す

遺伝子相同組換え法を用 いて作製 したZε 2お よび Zcθ

規定す る視蓋 の領域決定におけ る L‑2,Oι ″ , Gb″ な
どの遺伝子群 の機能的相互作用を明 らかにす る。 さらに各

遺伝子変異 マ ウスにおける神経回路形成 の異常 の詳細 を明

遺伝子 の異所発現 によ り,視 蓋 にお ける神経回路形成 にど

らかにす る。また既 に作製 した Zε f遺 伝子変異導入 マ ウ

のよ うな異常 が生 ずるかを解析す る。

ス との交配 によ り 2重 変異 マ ウスを作製す る。

3.神 経回路形成を制御す る細胞間相互作用に関す る研究

関す る研 究

0)HLH型 転写因子による神経回路形成制御 に関す る研

(1)神 経回路構築 にお ける細胞接着分子群 の機能 に関す る

究

研究

HLH型 転写因子 Math3お よび抑制性 HLH型 転
写因子 Heslゃ Hes5の 2重 変異 マ ウスを作製 し,神 経回

新規 ゼプラフィッシュにお ける免疫 グロプ リン超分子群
遺伝子について,神 経系 にお ける発現パ ター ンの詳細を明

路形成 における異常を明 らかにす る。

らかにする。また,植 物 レクチ ンを用 いて作製 した トラン
ジェニ ックスマ ウスを用 いて機能的神経回路 の可視化技術

促進性

2.脳 の分節化・ 特異化 による回路形成制御機構 に関す る
研究

を開発す る。
特異的 シナプス形成 の分子機構 に関す る研究

(1)脳 分節形成 と軸索誘導 の分子機構 に関す る研究

(2

脳分節形成 に関わる新規分子を探索す る。また哺乳類胚
脳分節形成 における細胞系譜や初期神経回路形成 の様式 を

異所発現 トラップ法を用 いてス ク リーニ ングした ショウ
ジ ョウパ エの複数 の変異体 について,神 経・ 筋 の特異的神
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経回路構築過程 にお ける異常 の詳細 を解析す る。
0)神 経軸索 の正中交差を制御す る分子機構 に関す る研究
軸索正中交差 に関わ るショウジョウバエ commissureless

とによって不活性化 し,そ の機能 を解析す る。
0)機 能的神経回路形成 に関わる新たな分子群 の探索
新規 に単離・ 同定 した Fynと 結合す る分子 につ いて

遺伝子 の脊椎動物 ホモ ログあるいは軸索 の正中交差を制御
す るフロアープ レー ト因子 を コー ドす る遺伝子群 の構造 を

その発現様式及 び学習・ 情動行動 の制御過程 における発現
様式 の時間的・ 空間的変化 を解析す る。またそのノ ックア

明 らかに し,そ の機能解析 を行 う。
4.シ ナプ スの機能発現 を担 う機能分子 に関す る研究
(1)発 達 における視皮質可塑性 の分子 メカニズムに関す る

ウ トマ ウスの作製 に着手す る。
研究

研究

(1)中 枢神経 シナプスの形成過程 および機能発現 に伴 う構

発達期 における視床 一 皮質問 の相互作用 を解析す るた
め,解 剖学的 トレーサーや膜電位感受性色素を用 いた高速

造的変化 に関す る研究

,

5.機 能的神経回路形成過程 の可視化技術 の開発 に関す る

神経突起 に局在す る分子 の遺伝子 と蛍光蛋白質 の遺伝子
のキメラ遺伝子産物 について,神 経突起 の形態観察 のマー

光学的 イメー ジング法を更 に高感度,高 解像度 な ものに発
展 させ る。また視皮質可塑性 に関与す る新規機能分子 の遺

カー分子 として機能 を詳細に評価す る。さらにキメラ遺伝
子 を発現する トラ ンスジェニ ックマ ウスの作製 を行 う。

伝子欠損 マ ウスを用 い,眼 優位的可塑性 の異常 の詳細 を解

超高感度画像解析 システ ムの開発 に関す る研究
生 きた標本内での軸索 や シナプス形成 を観察可能 とす る

(a

析す る。
(D シナプス機能発現 の分子機構 に関す る研究

多波長三次元 タイ ム ラプスイメー ジング技術 を確立す るた
め, これまでに作製 した基本 ユニ ットを元に高感度高解像

蛍光色素 ライソ トラッカーで標識 した分泌顆粒 の動態を
蛍光顕微鏡 によ り可視的 に測定 し,定 量的解析 を行 う技術
を確立す る。またク ロモ フォアー抗体 で特定化 した シナプ

度デ ジタル冷却 CCDカ メラ,透 過照明/励起照明 モジュー
ル,デ ー タ解析装置 よりなる拡張 ユニ ットを構築す る。

ス機能発現 に関わ る細胞内分子 を レーザ ー光を照射す るこ

Ⅱ 平成 11年 度 にお ける実施体制
研

1.

究

項

目

担

当

機

関

研 究 担 当者

転写因子 による神経回路形成制御 に関す る研
究

(1)LIMド メイ ン型転写因子 による神経回路

理化学研究所脳科学総合研究 セ ンター

形成制御 に関す る研 究
(2 Znフ ィ ンガー型転写因子 による神経回路 理化学研究所 ライフサイエ ンス筑波研究 セ ンター

岡

本

仁

有

賀

純

影

山 龍一郎

大

隅 典

形成制御 に関す る研究

13)HLH型 転写因子 による神経回路形成制御

京都大学 ウイルス研究所

に関す る研究
脳 の分節化・ 特異化 による回路形成制御機構
に関す る研究

(1)脳 分節形成 と軸索誘導 の分子機構 に関す る 厚生省国立精神・ 神経 セ ンター神経研究所

子

研究

(2

東京大学大学院医学系研究科

中 福

雅

人

東北大学加齢医学研究所

仲

村

春

和

(1)神 経回路構築 における細胞接着分子群 の機 働大阪バ イオサイエ ンス研究所

吉

原

良

浩

能 に関す る研究
(2 特異的 シナプス形成 の分子機構 に関す る研

東京大学大学院理学系研究科

能

瀬

聡

直

筑波大学基礎医学系

桝

正

幸

前脳 における組織構築 と回路網形成 の分子

機構 に関す る研究

G)網 膜視蓋投射形成 の分子機構 に関す る研究
3.

神経回路形成 を制御す る細胞間相互作用 に関
す る研究

究

0)神 経軸索 の正中交差を制御す る分子機構 に
関す る研究
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究

研

項

目

担

当

機

研究担 当者

関

シナプスの機能発現を担 う機能分子 に関す る

4.

研究

(1)発 達 にお ける視皮質可塑性の分子 メカニズ 理化学研究所脳科学総合研究 セ ンター

Hensch Takao

ムに関す る研究
(2 シナプス機能発現 の分子機構 に関す る研究 上智大学生命科学研究所

熊

倉

鴻之助

0)機 能的神経回路形成 に関わ る新 たな分子群

八

木

健

岡

部

神

谷

高

坂

文部省岡崎国立共同研究機構生理学研究所

の探索
機能的神経回路形成過程 の可視化技術 の開発
に関す る研究

(1)中 枢神経 シナプスの形成過程および機能発 通商産業省工業技術院生 命工学工業技術研究所

繁

男

現 に伴 う構造的変化 に関す る研究

(2

超高感度画像解析 システ ムの開発 に関す る 浜松 ホ トニ クス榊 システム事業部

清

研究
6.

厚生省国立精神神経 セ ンター・ 神経研究所

研究管理

新

一

リエ ゾ ン会議

Ⅲ

委

員

所

属

国立精神・ 神経 セ ンター神経研究所部長

坂

新

一

岡 部

繁

男 通商産業省

影

山

龍一郎

京都大学

工業技術院生命工学工業技術研究所主任研究官
ウイルス研究所教授

熊

倉

○高

厚生省

鴻之助

上智大学

生命科学研究所教授

中 福

雅

人

東京大学

大学院医学系研究科助教授

桝

正

幸

筑波大学

基礎医学系教授
(注 :○ は研究管理統括者 )
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