機 能 的神 経 回路構 築 の 分 子基 盤 の 研 究

研究管理統括者 :高 坂

I

(1)HLH型 転写因子 による神経細胞分化 の制御 に関す る

新一 (厚 生労働省国立精神・ 神経
セ ンター神経研究所 )

研究 (京 都大学 ウイルス研究所 影山龍一郎 )
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

試 験 研 究 の全 体 計 画

1.研 究 の趣 旨
機能的神経回路網 の構築原理 を解明す ることは,高 次 の
精神・ 神経機能 を司 る脳 を理解す る上で重要な課題 のひと
つで ある。さらに,高 齢化 を迎えた我 が国 で大 きな社会問
題 となって いる困難 な脳神経疾患 の克服 のためには,脳 の
構造 と機能 に関す る理解 の進展 が不可欠 である。本研究で
は,機 能的神経回路 の構築過程 の全体像を分子 レベルで理
解す ることを目標 とす る。
この 目標 の達成 に向けた本研究 の第 I期 では,特 に遺伝
学的解析 に優 れたモデル生物を用 いた研究を推進 し,神 経
回路形成 に関わ る多 くの新規分子 の同定 に成功 した。また
,

組織・ 個体 レベルでの新規 の遺伝子操作技術 ,神 経活動 に
伴 う機能分子 の シナプス部位 で の ダイナ ミックな変化 を生
きたまま可視化す る技術 の開発 など, この分野 を リー ドす
る新規 の研究手法 の開発 に成功 した。 これ らは,本 研究班

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 の制御機構 を明 らか
にす る。

(2

ホメオ ドメイ ン型転写因子 による領域特異化 の制御 に

関す る研究 (東 京大学大学院医学系研究科 中福雅人 )
ニ ュー ロンの領域特異化 には多 くのホメオ ドメイ ン型転
写因子 が重要 な機能 を果 たす とされて いるが,そ の詳細 は
未 だ明 らかではない。本研究 では,ニ フ トリ胚神経系 へ の
遺伝子導入法 や神経幹細胞 の培養系 を用 いた遺伝子操作 法
を用 いて,ホ メオ ドメイ ン型転写因子 による神経回路形成
の制御機構 を明 らかにす る。
(3)LIMド メイ ン型転写因子 によ る細胞分化 の制御 に関
す る研究 (理 化学研究所脳科学総合研究セ ンター 岡本仁 )
脊髄 の運動 ニ ュー ロンと感覚 ニ ュー ロンでは,そ れ らの

の大 きな成果 として,脳 科学委員会 にお いて高 い評価 を受

サプタイプが LIMド メイ ン型転写因子 の組 み合わせ によっ
て規定 される。本研究 では,ゼ プラフ ィッシュを用 いて

けた。

LIMド メイ ン因子 の神経回路形成 における役割 を解明す

これを受 けて第 Ⅱ期 では, これまでの研究 をさらに発展
させ ることにより,機 能的神経回路構築 の分子基盤 の解明

2.細 胞移動 と特異的標的認識 による神経回路形成制 御 に

を目指 して いる。特 に,第 I期 で大 きな進展 の見 られ た
「 転写因子 によるニ ュー ロンの領域特異化 と分化」 が, そ
,「 標的認識 とシナ
の後 の「 ニ ュー ロンの移動 と軸索伸長」
プス形成」
,さ らには「 シナプスの機能発現」 にいかに繋

が ってい くのか を,班 員間 の積極的 な共同研究 によ り推進
して いる。最終年度 にあたる本年度 は,第 I期 , Ⅱ期 の成
果 をまとめつつ,さ らに新 しい成果 を得 ることで,本 班 の
目標 である「神経系 の発生か ら機能発現 に至 る過程 の統一

,

る。
関す る研究
領域特異的 に分化 したニ ュー ロンは,特 異的 な部位 へ の
細胞移動 ,特 定 の部位 での軸索伸長,標 的細胞 の認識 と シ
ナプス形成を経 て,最 終的 に複雑 な神経回路網 を形成する。
本研究 では, これ らの過程 に関わ る機能分子 を同定 し
,

神経回路形成 における役割を明 らか にする。
(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
研究 (理 化学研究所脳科学総合研究 セ ンター 吉原良浩 )

的 な理 解」 の達成 を目指す。

免疫 グロプリン超分子群 は,ニ ュー ロン間 の特異的 な相
互作用を担 う細胞接着・ 認識分子 である。本研究 では,臭

2.研 究内容及び目標

覚神経系 をモデルとして, これまでに同定 した TLCL BIG
‑1,BIG‑2な どの分子群 の機能 を明 らかにす る。また,新

1

ニ ュー ロンの分化 と特異化 による神経回路形成制御 に

関す る研究
神経系 の構築過程 では,多 様性 に富 んだ神経細胞 が領域
を形成する。このニュー
特異的 に分化 し,複 雑 な神経囲

規 の細胞接着・ 認識分子を探索す る。
(2 特異的 シナプ ス形成 の分子機構 に関す る研究 (東 京大

ロンの分化 と領域特異化 は,転 写因子 によって決定 されて

学大学院理学系研究科 能瀬聡直 )
本研究 では, シ ョウ ジョウバ エの神経 一筋 シナプ ス形成

いる。本研究 ではニ ュー ロンの分化 と特異化 を制御す る代
表的 な転写因子 に着 目 し,神 経回路形成 に果 たす役割を明

過程 における標的細胞 の特異的認識機構 を明 らかにす る。
特 に異所発現 トラップ法を用 いた遺伝子 ス ク リーニ ング法

らかにす る。

により,新 規 に同定 した分子 の機能を明 らか にす る。
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G)神 経軸索 の正中交差を制御す る分子機構 に関する研究

ける CNRの 役割 を明 らかにす る。

(筑 波大学基礎医学系

桝正幸 )
の
神経回路 形成過程では特定 の神経軸索が正中で交差す
るが,そ の機構 の詳細 は未 だ不明 である。

(動

中枢神経 シナプスの機能発現 に伴 う構造的変化 に関す

る研究 (東 京医科歯科大学大学院医歯学総合研究所

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

本研究では, この正中交差の制御 に重要 な底板細胞 に特
異的 に発現す る新規分子 の機能を明 らかにす る。

,

生 きた状態 のシナプス形態を可視化す る必要 がある。本研

14)網 膜 ―視蓋投射形成 の分子機構 に関す る研究

(東 北大
学加齢医学研究所 仲村春和 )
網膜 一視蓋間 の回路形成では,視 蓋 は 2次 元的 に正確な

究では, シナプスに局在す る分子 と発光 タ ンパ ク質 との融
合分子をニ ュー ロンに導入 し,神 経活動 に依存 した シナプ

対応 で網膜 か らの軸索投射を受 ける。本研究 では,ニ フ ト
リ胚 の遺伝子操作法を用 いて, この網膜 ―視蓋投射 の特異

0)発 達 における視皮質可塑性 の分子 メカニズムに関す る
研究 (理 化学研究所脳科学総合研究 セ ン タ ー

性を制御す る遺伝子 カスケー ドを明 らかにす る。

Takao)

スの可塑的形態変化 を明 らかにす る。

15)特 異的細胞移動による神経回路形成 の制御 に関す る研

Hensch

発達期の視覚経験 は,大 脳新皮質 の神経結合 の可塑的変

究 (京 都大学大学院理学研究科

見学美根子 )
哺乳動物 の小脳皮質 は,ニ ューロンが移動 して規則正 し

化を もた らす。本研究 では, この神経活動 に依存 した 可
塑性を制御す る抑制性 ニ ュー ロンの発生・ 発達 と機能 につ

く配置す ることによ り特徴的 な層構造を形成する。本研究
では,培 養系 および個体 へ の遺伝子導入系 を用 いて,小 脳

いて,機 能分子 の薬理学的な プロ ックあるいは遺伝子欠損
マ ウスを用 いた解析 によ り明 らかにす る。

顆粒細胞 の特異的な細胞移動を制御す る機能分子を同定 し

14)シ ナプス機能発現 に関わる シグナル伝達分子 に関す る

神経回路形成 にお ける役割を明 らかにす る。

研究 (京 都大学大学院医学研究科

,

(国

渡辺大 )
の
と
神経回路 機能発現 可塑的変化 には, シナプス局部 に

終脳外側 には,嗅 球 か ら臭皮質 へ と投射す る嗅索 と呼ば

おける特異的 なシグナル伝達 が重要 な役割 を担 っている。
本研究では,小 脳 の介在 ニ ュー ロンであるゴル ジ細胞 にお

G)特 異的軸索走行 を制御す る分子機構 に関す る研究
立遺伝学研究所

平田たつみ)

れ る著明 な軸索束が存在す る。lot細 胞 は, この嗅索 が形
成 され る位置 を決定す る特異的なニ ューロン群 である。本

に阻害す る手法を用 いて,中 枢 シナプスの シグナル伝達機

研究では,終 脳半球 のス ライス培養系等 を用 いて, この

構を明 らかにす る。

けるグル タ ミン酸受容体 の発現あるいは機能 を部位特異的

lot細 胞 の発生 ,細 胞移動 ,な らびに嗅索神経軸索 の走行

3.年 次計画

制御 にお ける役割 を明 らかにす る。

3.シ ナプスの機能発現を担 う機能分子 に関す る研究

本 プ ロジェク トでは,時 間的・ 空間的 にダイナ ミックに

機能的な神経回路網 は,ま ず遺伝的プ ログラムによって
形成 された後 ,外 界 か らの入力信号 によ り修飾・ 再編成 さ
れ, シナプス可塑性などの動的活性を獲得 しては じめて完
成 され る。本研究では, この神経活動 に依存 した神経回路
の形成・ 修飾機構を明 らかにす る。

(1)新 たなカ ドヘ リン分子群 CNRの 機能 に関す る研 究
(大 阪大学細胞生体工学 セ ンター

八木健 )
シナプスに局在す るチ ロシ ン リン酸化酵素 Fynと の結
合を指標 として新 たに同定 したカ ドヘ リン分子群 CNRは
,

染色体上で多重遺伝子 クラスター として存在す る。本研究
では,多 様 な ニ ューロン間 の シナプス形成,機 能発現 にお

進行す る神経回路網 の構築 と機能発現 の過程 について,分
子 レベルでの理解 を飛躍的 に進 めることを目標 とす る。
第 Ⅱ期 では,第 I期 で確立 した新規 の方法論 ,実 験技術
を駆使 して, これ までに同定 した転写制御因子 ,細 胞接着
分子 ,軸 索伸長・ 反発因子 , シグナル伝達分子 ,等 の機能
分子 の生理機能を解析す るとともに,さ らに未知の機能分
子 の検索を進 める。 これによって,ニ ューロンの分化 と領
域特異化 に引き続 いて起 こる細胞移動,軸 索形成 と特異的
標的認識, シナプス構造 の形成 と機能発現,等 の過程 を連
続性をもって理解 し,機 能的神経回路構築 の分子機構 の全
体像 の解明を目指す。

―‑742‑―

研

究

項

14

目

年

度

ニ ュー ロンの分化 と特異化 による神経回路形成制御

HLH型 因子遺伝子 の変異 マ ウスの作成 と異所発現実験 によ る ニ ュー

に関す る研究

ロン分化 における機能 の解明

(1)HLH型 転写因子 による神経細胞分化 の制御 に関

ニ フ トリ胚 および神経幹細胞を用 いたホメオ ドメイ ン型因子 に よ る領
域特異化 の制御機構 の解明

す る研究

(2

ホメオ ドメイ ン型転写因子 による領域特異化 の制

ゼプラフィッシュ LIMド メイ ン型因子 の機能阻害お よび異所発現実験
によるニ ューロン分化制御機構 の解明

御 に関す る研究
13)LIMド メイ ン型転写因子 によ る細胞分化 の制御
に関す る研究
2.

細胞移動 と特異的標的認識 による神経回路形成制御
接着分子遺伝子 の変異 マ ウスの作成 と表現型解析 によ る神経路形成機
構 の解明

に関す る研究

(1)神 経回路構築 における細胞接着分子群 の機能 に関
す る研究

(2
(0

ショウジョウバエ神経 ―筋 シナプスの特異的認識機構の分子機構 の解明

特異的 シナプ ス形成 の分子機構 に関す る研究
神経軸索 の正中交差を制御す る分子機構 に関す る

研究

14)網 膜 ― 視蓋投射形成 の分子機構 に関す る研究
(5)特 異的細胞移動 による神経回路形成 の制御 に関す
る研究
(61 特異的軸索走行 を制御す る分子機構 に関す る研究

底板特異的遺伝子 FP1/2の マ ウス,ゼ ブラフィッシュにおける機能解
析 を通 じた軸索正中交差 の制御機構 の解明
ニ ワ トリ胚 における網膜 ―視蓋投射形成 の特異性 を支配 す る遺 伝子 カ
スケー ドの解明

小脳顆粒細胞 の移動動態 とその制御機構 の解明
嗅索 の特異的軸索走行を制御す る lot細 胞 の分化 と細胞移動 の制御機
構 の解明

シナプスに発現す るカ ドヘ リン超分子群 CNR遺 伝子 の変異 マ ウスの
シナプスの機能発現 を担 う分子機構 に関す る研究
作成 による機能 の解明
(1)新 たなカ ドヘ リン分子群 CNRの 機能 に関す る研
蛍光 タ ンパ ク質 を用いた シナプス構造 の可塑的変 化 によ る神経機能 の
究
制御機構 の解明
1 中枢神経 シナプスの機能発現 に伴 う構造的変化 に
３

抑制性介在 ニューロンの発生様式 とその視皮質可塑性 にお け る機能 の
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 解明

す る研究
４

￨ シナプス機能発現 に関わ る シグナル伝達分子 に関

ゴルジ細胞 による小脳神経機能 の可塑性制御 に関 わ る シ グナ ル伝達機
構 の解明

す る研究
4

班会議 の開催,個 別課題 の進捗状況 の評価 と指導,成 果 とりまとめ

研究管理

所 要 経 費 (合

181百 万円

計)
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4.平 成 14年 度 における実施内容 と達成 目標
1.ニ ューロンの分化 と特異化 による神経回路形成制御 に

ウスおよびゼプラフィッシュを用 いて遺伝子欠損動物 を作
製 し,そ の神経回路形成 にお ける機能を明 らかにす る。

関す る研究

に)網 膜 一視蓋投射形成 の分子機構 に関す る研 究 (東 北大

本研究 では,ニ ューロンの領域特異化 と分化を制御す る

学加齢医学研究所 仲村春和 )
ニ ワ トリの網膜 一視蓋投射 の特異性 を制御す る転写因子

代表的 な転写因子 に着 日 し,神 経回路形成 に果たす役割を

(1)HLH型 転写因子 による神経細胞分化 の制御 に関す る

である Enお よび Grg 4に ついて,サ プ トラク シ ョン・ ス
ク リーニ ング法を用 いて,そ の下流 で機能す る遺伝子 を同

研究 (京 都大学 ウイルス研究所

定す る。また下流候補遺伝子 の異所発現実験 によ り,神 経

明 らかにす る。
影山龍一郎 )

新規 HLH型 転写因子 Hes 3,Hesr,Math 6に つ いて

回路形成 にお ける機能を明 らかにす る。

,

標的遺伝子破壊法を用 いた変異 マ ウスを作製す る。また
網膜あ るいは大脳皮質での レトロウイルスを用 いた異所発

(5)特 異的細胞移動による神経回路形成 の制御 に関す る研

,

究 (京 都大学大学院理学研究科

見学美根子 )
の
小脳顆粒細胞 特異的 な細胞移動 の動態 を再現す る培養

現実験を行 い,神 経回路形成 における機能 を明 らかにする。

(2)ホ メオ ドメイ ン型転写因子による領域特異化 の制御 に
関す る研究 (東 京大学大学院医学系研究科

系 を用 いて,ア クチ ンおよび微小管細胞骨格系 の変化 や細
胞内 カルシウム濃度 の変化を,タ イム ラプ ス顕微鏡下 に解

中福雅人 )

Irx 3,Pax 6,Nkx6 1な どのホメオ ドメイ ン型転写
因子 について,神 経系 にお ける発現パ ター ンを解析す る。
また,ニ フ トリ胚 の神経系あるいは培養神経幹細胞を用 い
てホメオ ドメイ ン型転写因子を異所的に発現 させ,ニ ュー

立遺伝学研究所

ロンの特異性決定 にお ける機能を明 らかにす る。
13)LIMド メイ ン型転写因子 による細胞分化 の制御 に関

スライス培養系 の顕微鏡観察 によ り,大 脳 の嗅球 か ら嗅
皮質 へ と投射する嗅索を ガイ ドす る lot細 胞 の発生 ,細 胞

す る研究 (理 化学研究所脳科学総合研究 センター 岡本仁)
ゼプラフィッシュの 1次 感覚 ニ ュ ーロ ンには,LIMド

移動を詳細 に解析す る。さらに lot細 胞あ るい は嗅索形成

メイ ン型転写因子である Islet 2が 特異的 に発 現す る。本
研究では,そ の下流遺伝子の候補 であるPlexinA2と TrkCl
について,個 体 レベ ルでの異所発現 ,機 能阻害 などの解析

異所発現系を用 いてその生理機能 を明 らかにす る。

を通 じて,軸 索形成 にお ける機能を明 らかにする。

2.細 胞移動 と特異的標的認識 による神経回路形成制御 に

機構 に関わる分子を同定 し,そ の機能を明 らかにする。
(1)新 たなカ ドヘ リン分子群 CNRの 機能 に関す る研 究

関す る研究

(大 阪大学細胞生体工学 セ ンター

本研究 では,ニ ューロンの特異的 な細胞移動 軸索伸長
標的細胞 の認識 とシナプス形成 に関わ る機能分子を同定 し

析する。また,移 動細胞 の極性変化 の前後 で発現 の変化す
る遺伝子 について,生 理機能を明 らかにす る。

(6)特 異的軸索走行 を制御す る分子機構 に関す る研究
平田たつみ)

部位で特異的に発現す る分子を同定 し, ス ライ ス培養 での

3.シ ナプスの機能発現を担 う分子機構 に関す る研究
本研究では,神 経活動 に依存 した シナプ スの形成・ 修飾

八木健 )
ヘ
シナプスに局在す るカ ド リン超分子群 CNRに ついて

,

,

(国

,

遺伝子欠損 マ ウスを作製 し,そ の機能を明 らかにす る。ま

(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

た,染 色体上で多重遺伝子 クラスターとして存在す る CNR
の体細胞 レベルでの高頻度 の遺伝子変異 の機構 と シナプス

研究 (理 化学研究所脳科学総合研究 セ ンター 吉原良浩 )
遺伝子変異 マ ウスを作製 し,こ れまでに同定 した免疫 グ

機能 の関連 について解析す る。
(動
中枢神経 シナプスの機能発現 に伴 う構造的変化 に関す

ロプ リン超分子群接着分子 である TLCL,BIG‑1,BIG―

る研究 (東 京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

2の 生理機能を明 らかにす る。また,マ ウスおよびゼプラ

繁男 )

フィッシュ嗅覚神経系 に発現す る新規 の細胞接着分子を同
定 し,神 経回路形成 における役割を明 らかにす る。

シナプス突起 に局在す る PSD‑95と 発光 タ ンパ ク質 GFP
との融合分子 を発現す る トランスジェニ ックマ ウスを作製

(2

特異的 シナプス形成 の分子機構 に関す る研究 (東 京大

し,神 経活動 に依存 した シナプスの可塑的形態変化を 2光

学大学院理学系研究科 能瀬聡直 )
ショウジ ョウバ エの運動 ニ ュー ロ ンー筋 シナプスの形成

子励起 レーザー顕微鏡を用 いて明 らかにす る。 また PSD―
95以 外 のシナプス局在 タ ンパ ク質 と GFPと の融合分子 を

を制御す る capriciousお よび新規分子 2種 類 につ いて
異所発現実験あるいは遺伝子欠損個体 の解析を通 じて,特

ニ ューロン特異的 に発現 させ, シナプス構造 の動的変化 と
神経可塑性 の関連 を明 らかにす る。

神経回路形成 における役割を明 らかにす る。

,

岡部

異的標的認識における機能 を明 らかにす る。

0)発 達 における視皮質可塑性 の分子 メカニズムに関す る

13)神 経軸索 の正中交差を制御す る分子機構 に関す る研究

研究 (理 化学研究所脳科学総合研究 セ ンタ ー Hensch

(筑 波大学基礎医学系

Takao)

桝正幸 )

神経軸索 の正中交差 を制御す る底板に特異的 に発現す る
新規分子 サ ル ファターゼ FP lお よび FP 2に つ いて,マ

ス ライス培養系を用 いて,大 脳新皮質視覚野 における可
塑性を制御す る PV陽 性 の抑制性 ニ ューロンの発生 とシナ
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プス形成過程 を可視化する。また抑制性 ニューロンの発生・
発達 と視皮質可塑性 の関連 を明 らかにす る。

脳介在 ニ ュー ロンであるゴル ジ細胞お よび ゴルジ細胞 と シ
ナプスを介 して連絡 して いる周囲 の顆粒細胞 の興奮性, シ

14)シ ナプス機能発現 に関わる シグナル伝達分子 に関す る

ナプ ス機能発現 の動態を明 らかに し,神 経可塑性を制御す

研究 (京 都大学大学院医学研究科 渡辺 大 )
フォ トダイオー ドア レイ型膜電位測定装置 を用 いて,小

る シグナル伝達 ネットヮー クを明 らかにす る。

Ⅱ 平成 14年 度 における実施体制
研

究

項

目

担

当

機

関

研究担 当者

ニ ューロンの分化 と特異化 による神経回路形

1.

成制御 に関す る研究

(1)HLH型 転写因子 によ る神経細胞分化 の制

京都大学 ウイルス研究所

影

山 龍一郎

御 に関す る研究

(a

ホメオ ドメイ ン型転写因子 による領域特異 東京大学大学院医学系研究科
の
化 制御 に関す る研究
ほ)LIMド メイ ン型転写因子 による細胞分化 理化学研究所脳科学総合研究 セ ンター

中 福

雅

人

岡

本

仁

吉

原

良

浩

能

瀬

聡

直

正

幸
和

の制御 に関す る研究
細胞移動 と特異的標的認識 による神経回路形
成制御 に関す る研究

(1)神 経回路構築 における細胞接着分子群 の機 理化学研究所脳科学総合研究 セ ンター
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
究

G)神 経軸索 の正中交差を制御す る分子機構 に

筑波大学基礎医学系

桝

関す る研究
(41 網膜 一視蓋投射形成 の分子機構 に関す る研

東北大学加齢医学研究所

仲

村

春

見

学

美根子

平

田

たつみ

八

木

健

岡

部

究

15)特 異的細胞移動 による神経回路形成 の制御 京都大学大学院理学研究科
に関す る研究

G)特 異的軸索走行 を制御す る分子機構 に関す

国立遺伝学研究所

る研究
シナプスの機能発現 を担 う分子機構 に関す る
研究

(1)新 たなカ ドヘ リン分子群 CNRの 機能 に関 大阪大学細胞生体工学 セ ンター
す る研 究
(動

中枢神経 シナプスの機能発現 に伴 う構造的 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

繁

男

変化 に関す る研究

0)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

ムに関す る研究
14)シ ナプス機能発現 に関わ る シグナル伝達分 京都大学大学院医学研究科
子 に関す る研究
4.

研究管理

厚生労働省国立精神神経 セ ンター神経研究所
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Hensch Takao
渡

辺

高

坂

大

新

一

リエ ゾン会議

Ⅲ

委

員

所

○高

坂

新

一

岡

部

繁

男

影

山 龍一郎

厚生労働省

国立精神・ 神経 セ ンター神経研究所 ￨

東京医科歯科大学
京都大学

属

大学院医歯学総合研究科

ウイルス研究所

教授

教授

中 福

雅

人 東京大学

大学院医学系研究科

桝

正

幸 筑波大学

基礎医学系 教授

助教授

(注 :○ は研究管理統括者 )
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