
第１７回 
ブレインサイエンス研究会 

総合テーマ 
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第１７回ブレインサイエンス研究会 
 
 
 
期日：平成２７年６月６日～６月７日 
 
 
 
会場：休暇村志賀島 
 
      福岡市東区大字勝馬 1830－1 
      TEL：092－603－6631 
 
 
【参加費】 
参加費は当日受付にて徴収いたします。 
 
評議員：23,000 円、一 般：18,000 円、学 生：14,000 円 
 
 
内 訳 
 
［宿泊費（懇親会費を含む）］ 
       14,000 円 
 
［研究参加費］ 
   評議員：9,000 円、一 般：4,000、学 生：無 料 
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【発表時間】 
 
一般演題：発表２０分（質疑応答を含む） 
     ベルを１５分で１回、２０分で２回鳴らします。 
 
私の研究アピール：アピール５分以内。（質疑応答はございません。） 
 
 
【発表についての諸注意】 
 
一般演題： 
① 事務局で液晶プロジェクターおよび windows PC（windows 7, powerpoint 2010）を１台用

意いたします。 
② 事務局 PC で対応が可能な場合は USB メモリでご持参ください。 

（保存ファイル名は「一般 演者氏名」でお願いいたします。） 
③ Mac の方は VGA アダプターをご持参ください。 
 
 
私の研究アピール： 
事務局の PC に集約させていただきます。USB メモリーでご持参ください。 
（保存ファイル名は「アピール 演者氏名」でおねがいいたします。） 
 
 
【発表準備】 
 
講演開始前、もしくは休憩中に PC および発表データを事務局までご持参ください。 
 
 
【ファシリテーター】 
 
若い人からも質問を引き出し、議論を深めて下さい。 

  ・発表の途中でも質問ができる。 

  ・学生（大学院生、学部学生）からの質問から先に受け付ける。 
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【会場へのアクセス】 
 
① ＪＲでお越しになる場合 

ＪＲ博多駅より鹿児島本線上り香椎駅経由で終点西戸崎駅にて下車。 
休暇村送迎バスで約１５分。（送迎バスは事前に予約下さい。時間は下記のとおり） 
 
② バスでお越しになる場合 

西鉄バス天神郵便局前より西戸崎・志賀島方面へ。西戸崎駅前にて下車。 
休暇村送迎バスで約１５分。（送迎バスは事前に予約下さい。時間は下記のとおり） 
 
③ 船でお越しになる場合 
博多ふ頭より市営渡船志賀島行きで約３３分。 
志賀島港より休暇村送迎バスで約１０分（送迎バスは事前に予約下さい。時間は下記のと

おり） 
市営渡船志賀島港 TEL：092－603－6551 
 
【送迎バス】 
 
［お迎え］西戸崎駅発 14：25、16：25（要予約） 
［お迎え］志賀島港発 14：35、16：35（要予約） 
［お送り］休暇村発 8：40、10：00（要予約） 
 
【タクシー】 
西戸崎駅前にタクシーが常駐しております（西戸崎駅より約１０㎞、料金は 2000 円程度）。 
福和タクシーTEL：092－603－6028 
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【会場案内】 
 
受 付   ：2 階  
 
研究会会場 ：2 階 大会議場（金印の間） 
 
懇親会会場 ：2 階 大広間（宴会場） 
 
二次会会場 ：328 室、329 室 
 
朝食会場   ：1 階 レストラン 
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プログラム 
 
第 1 日目：６月６日（土） 
 
12：00～  受 付  2 階 大会議場（遅れる場合はお知らせ下さい） 
 
13：00～13：10 開会の挨拶 
 
13：10～14：30 一般講演 1〜4 
ファシリテーター：窪田  寿彦、野田 百美 
 
13：10～13：30 一般演題１ 
歯髄幹細胞を活用した神経疾患の病態解明 
加藤 大樹（九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座 小児口腔医学分野） 
 
13：30～13：50 一般演題２ 
TRPM7 channel の歯における機能解析 
圓谷 智之（琉球大学大学院医学研究科 分子・細胞生理学講座） 
 
13：50～14：10 一般演題３ 
ミクログリアの EPRAP は炎症を促進する 
藤川 理沙子（京都大学大学院医学研究科 臨床創成医学分野） 
 
14：10～14：30 一般演題４ 
酸棗仁湯の睡眠障害および空間記憶障害に対する改善作用 
森山 博史（福岡大学薬学部 臨床疾患薬理学教室） 
 
14：30～14：40 休 憩 
 
14：40～15：40 エキスパートセミナー１ 
ファシリテーター： 松下 正之 
 
歯髄幹細胞の基礎と橋渡し研究 
山座 孝義（九州大学大学院歯学研究院 分子口腔解剖学） 
 
15：40～15：50   休 憩  
 
15：50～16：50 エキスパートセミナー２ 
ファシリテーター：中西 博 
 
神経伝達物質によるミクログリアの機能制御：その生理と病理-学部学生の研究成果 
から得られたもの 
田中 潤也（愛媛大学医学研究科 分子生理学） 
 
16:50～17:00   休 憩  
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17:00～18:20 一般講演 5〜8 
ファシリテーター：粟生 修司、野村靖幸 
 
17：00～17：20 一般演題５ 
脳血管性認知症モデル動物の睡眠障害に対する抑肝散の効果 
長尾 昌紀（福岡大学薬学部 臨床疾患薬理学教室） 
 
17：20～17：40 一般演題６ 
恋するメカニズムの解明に向けて 
大西克典（久留米大学医学部 薬理学講座） 
 
17：40～18：00 一般演題 7 
FABP3KOマウスにおけるPTSD 様症状はメラトニン受容体アゴニストにより軽減される 
高畑 伊吹（東北大学大学院薬学研究科 薬理学分野） 
 
18：00～18：20 一般演題 8 
アルツハイマー病治療薬 SAK3 による T 型電位依存性 Ca2+ チャネル活性化作用 
矢吹 悌（東北大学大学院薬学研究科 薬理学分野） 
 
18：20～18：30 休憩 
 
18：30～19：10 私の研究アピール 
ファシリテーター：高山 扶美子 
 
高松 岳矢 
花田 雄樹 
Eddie Grinman 
吉井 佑典 
奥田英人 
大藪 康平 
岩本 彩緒里 
窪田 香織 
 
夕食・懇親会  19：30～21：00 
 
二次会  22：00～ 
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第２日目：６月７日（日） 
 
 7：00～ 朝 食 1 階 レストラン  
 
チェックアウト手続きは１０時までにお済ませください 
 
 9：00～10：20 一般講演 9〜12 
ファシリテーター：夏目 季代久、小山 進 
 
 9：00～9：20 一般演題 9 
ラット海馬スライスβ振動中の EPSP 減少とてんかん様発火 
澤田 豊宏（九州工業大学大学院 生命体工学研究科） 
 
 9：20～9：40 一般演題 10 
海馬 CA3 領域における抗けいれん薬フェニトインの神経情報伝達抑制作用に関する研究 
窪田 寿彦（佐賀大学医学部医学科生体構造機能学講座 薬理学分野） 
 
 9：40～10：00 一般演題 11 
ニオイによる恐怖条件付けにおける扁桃体内側核ニューロン応答の可塑的変化 
母 愷（九州工業大学大学院 生命体工学研究科） 
 
10：00～10：20 一般演題 12 
FIB-SEM を用いたシナプス結合の解析：微細構造の 3 次元再構築から定量解析まで 
北原 陽介（久留米大学医学部 薬理学講座） 
 
 
10：20～10：30 休 憩 
 
10：30～11：30 テクニカルセミナー１ 
ファシリテーター：福永 浩司 
 
２光子励起蛍光顕微鏡による脳内イメージング 
根東 覚（九州大学大学院医学研究院 分子生理学） 
 
11：30～11：40 休 憩 
 
11：40～12：40 テクニカルセミナー２ 
ファシリテーター：西 昭徳 
 
免疫染色法と画像定量解析の実際 
山田 純（九州大学大学院医学研究院 神経解剖学） 
 
12:40～12:55  総 会 
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エキスパートセミナー 1 
 
歯髄幹細胞の基礎と橋渡し研究 
 
山座 孝義 
 
九州大学大学院歯学研究院 分子口腔解剖学 
 

近年の幹細胞学的技術の発展により、口腔を構成する組織、歯髄（永久歯歯髄、乳歯歯

髄、過剰歯歯髄）や歯周靭帯、歯肉、顎骨などの口腔組織より組織幹細胞の単離が報告さ

れ、歯髄幹細胞 dental pulp stem cells (DPSC)、脱落乳歯幹細胞 stem cells form human 
exfoliated deciduous teeth (SHED)、過剰歯幹細胞 supernumerary teeth-derived stem cells (STSC)、
歯周靭帯幹細胞  periodontal ligament stem cells (PDSCs)、歯肉間葉系幹細胞 gingival 
mesenchymal stem cells (GMSCs)、顎骨間葉系幹細胞 orofacial bone/bone-marrow-derived 
mesenchymal stem cells (OMSCs)として知られている。これら口腔幹細胞は、in vitro におい

て、間葉系幹細胞に共通した細胞学的特性（自己複製能、付着性コロニー形成能、高い細

胞増殖能、制限的細胞表面抗原の発現）を発揮し、 in vitro および in vivo において種々の細

胞へ分化する能力（象牙芽細胞、セメント芽細胞、骨芽細胞、軟骨細胞、靭帯細胞、脂肪

細胞、神経細胞、血管内皮細胞、肝細胞、インスリン産生細胞など）と非常にユニークな

組織再生能力を発揮する。また最近では、口腔幹細胞が、リンパ球やマクロファージ等の

種々の免疫細胞の分化や機能を調節する能力も解明されている。従って、これらの幹細胞

学的能力を基盤として口腔幹細胞を利用した組織工学的ならびに細胞療法学的な応用が期

待されている。本セミナーでは、特に乳歯幹細胞に注目し、その幹細胞学的特徴を紹介す

るとともに、自己免疫疾患や肝疾患のモデル動物に対する乳歯幹細胞による治療効果を紹

介し、乳歯幹細胞を応用した再生医療への展望を考察する。 
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エキスパートセミナー 2 
 
神経伝達物質によるミクログリアの機能制御：その生理と病理‐学部学生の研究成果から

得られたもの‐ 
 
田中 潤也 
 
愛媛大学医学医学部医学科 分子細胞生理学  
 
 愛媛大学医学部では、学部学生の研究を格別推進し 1 年次から研究室に配属させ研究活

動を行う必修科目「医科学研究」を開講している。1 年次の学年末には、論文形式のレポー

トを提出し、2 名以上の他講座の教員が peer review の形でレポートの審査を行い、合否を

決定する。2 年次以降は選択科目になるが、「医科学研究」は 4 年次まで継続する。医学を

生涯にわたって学び続ける姿勢の醸成を「医科学研究」の普遍的な目標として掲げるが、

枯渇する基礎医学研究者・教育者の養成ももちろん重要な目標である。文科省からの GP 予

算も受けて、学生の学会発表・論文発表を推奨し、研究に熱意を持つ学生には少額ではあ

るが給与も出し、学会出張旅費の支援も行っている。このような取り組みの結果、学生が

筆頭演者である学会発表数は年間 100 演題近い数となっている。和文や、筆頭でないもの

も含めた学生が関与する年間発表論文数は 20 報を超えた。基礎系研究室は学生の研究活動

のおかげで非常に活発化しているが、一方、十分な水準に達した研究はなお少なく、IF2.5
以上の学生の筆頭英文原著論文は、昨年度は 3 報に過ぎない。また、基礎医学研究者・教

育者を目指す学生数の有意な増加には結びつかず、大学院入学者数も定員割れこそないも

のの、学部卒業直後に大学院進学をする者は、相変わらずごく少数である。人が多すぎる

ことをはじめ、様々な問題を抱えながらも、私の分子細胞生理学講座では、学生の関与の

もとで長年研究を行ってきた。「失敗は成功の母」を座右の銘に無限の不注意や失敗に苦し

みながら、ミクログリアを学生研究の主要テーマとして扱ってきた。また、学生のテーマ

選択にあたっては、研究を通じて、大学の勉強の理解も深まるよう配慮している。 
 今回は 6 ヒドロキシドーパミン誘発ラットパーキンソン病モデルにおける病理的条件下

でのミクログリアの貪食能の亢進および概日リズムに伴うミクログリアの生理的な貪食能

の変化について、学生研究の成果を紹介する。上記パーキンソン病モデルでは、本来の病

変部ではない黒質網様部でのミクログリアの強い活性化が見られ、グルタミン酸作動性シ

ナプス成分のミクログリア細胞内への取り込みが観察された。この貪食能亢進には、黒質

緻密部ドーパミン神経細胞変性によって誘発される視床下核からのグルタミン酸の過剰放

出が関与していると考えられた。このミクログリアの活性化は、大脳基底核のネガティブ

フィードバックループとして、運動機能の安定化に寄与している可能性がある。 
 一方、生理的条件下においても、ミクログリアは形態や活性に関し日内変動を示すとさ

れる。我々は学生とともに、ラット大脳皮質から 4 時間ごとに RT-PCR やウエスタンブロッ

ティングサンプルを調整し、ミクログリアマーカーやシナプス成分、起炎症性シグナル分

子の発現変動を調べた。ラットの就寝時刻にあたる午前 7 時ではミクログリアの軽度の活

性が生じ、様々な貪食マーカーの発現が午後 7 時に比べ増加していた。 
 ノルアドレナリンは、我々の研究室において先輩から後輩へと引き継がれてきた長年の

学生研究のテーマであるが、グルタミン酸刺激によって亢進するミクログリアの貪食がノ

ルアドレナリンによって抑制されることが明らかになってきた。青斑核ノルアドレナリン

神経細胞が睡眠覚醒に関与するメカニズムに、ミクログリアが関わっている可能性がある。 
これらは、いずれも不十分な研究ではあるが、必ず筆頭原著論文になるよう強く指導し

ている。学生の大きな未来と研究室の繁栄が常に共にあるよう願い、今夜も遅くまで学生

と研究を続けている。 
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テクニカルセミナー 1 
 
２光子励起蛍光顕微鏡による脳内イメージング 
 
根東 覚 
 
九州大学大学院医学研究院 分子生理学 
 
 

生体脳の活動や構造を観察するためのさまざまな脳内イメージングの方法が開発されて

いる。これらは観察の対象となる動物の種類や脳への侵襲性、記録の時間的あるいは空間

的解像度によって分類することができる。本テクニカルセミナーでは、演者が所属する研

究室で主に用いている２光子励起蛍光顕微鏡による脳内イメージングについて紹介する。 
 

 一般に使われている蛍光顕微鏡や共焦点レーザー顕微鏡では、蛍光分子の励起は光強度

に線形に比例して起こる（線形光学）。この場合、１つの蛍光分子に対して１つの光子が作

用するので１光子励起とも呼ばれている。一方、２光子励起蛍光顕微鏡は、非線形光学効

果を利用した顕微鏡である。非線形光学効果とは、物質に対して非常に強い光を当てたと

き物質の光学特性が通常の光の場合と比べて変化する現象のことを言う。２光子励起蛍光

顕微鏡では、蛍光分子に２個の光子が同時に作用した時にのみ励起が起こる。蛍光分子が

励起される確率は光子密度に対して非線形となり、２光子励起の場合は光強度の２乗に比

例して起こるようになる。このような性質により２光子励起蛍光顕微鏡には、１）３次元

分解能が得られる、２）深部の蛍光分子を励起できる、３）光毒性や褪色を軽減できるな

ど、１光子励起の蛍光顕微鏡と比べて生体脳イメージングを行う上でより優れた機能が備

わっている。 
 
 このセミナーでは、まず２光子励起蛍光顕微鏡の原理および特性について概説し、次に

イメージングを行う際の留意点について説明する。そして最後に私達の研究室で行ってい

るマウスを用いた観察例を基に、動物の手術方法、カルシウムイメージングおよび形態イ

メージングについて紹介したい。 
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テクニカルセミナー 2 
 
免疫組織化学と画像定量解析の実際 
 
山田 純 
 
九州大学医学研究院 神経解剖学 
 
本テクニカルセミナーでは以下 3 つのパートに分け、当教室で行っている免疫組織化学と

その定量解析について紹介する。 
 
1. 免疫組織化学について 
初めに、免疫染色法における固定・切片作成・抗原抗体反応など、一連の手技について概

説を行う。また、動物や切片、抗体の管理のために当教室で使用しているデータベースを

紹介し、大量のサンプルや抗体をどのように管理しているかについても例を示す。 
 
2.画像定量解析の概説 
続いて、染色画像の定量法について、その原理と方法の概説を行う。具体的には、数の計

測に用いるステレオロジー法 (Jinno and Kosaka, Neurosci Res, 2006; Yamada & Jinno, 
Hippocampus, 2014)、蛍光強度の定量に用いる intensity 解析法 (Yamada & Jinno, Neurosci, 
2013; Yamada et al., Eur J Neurosci, 2015)、シナプスレベルの微小局在の解析に用いるライン

解析法 (Yamada et al., Neurosci, 2011)、細胞形態解析に用いる多変量解析法 (Yamada & Jinno, 
J Comp Neurol, 2013) などについて紹介する。方法の詳細については、各論文にも記載して

あるので、必要に応じて参考にしていただきたい。 
 
3.画像定量解析の実際 
最後に、当教室の大篭友博助教が、ライン解析や多変量解析を用いて現在行っているプロ

ジェクトについて紹介する。 
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一般演題 1 
 
歯髄幹細胞を活用した神経疾患の病態解明 
 
○加藤 大樹 1、野中 和明 1,2 
 
1九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座小児口腔医学分野 
2九州大学病院小児歯科スペシャルニーズ歯科 
 
【背景・目的】乳歯歯髄には多分化能を有する間葉系幹細胞が存在しており、脱落乳歯由

来幹細胞(SHED)と呼ばれ、神経細胞へ分化可能な特徴を持つ。SHED は従来捨てるはずの

乳歯から採取するため、非侵襲的な細胞調製が可能であり、提供者からの理解と協力を得

やすい。 
Rett 症候群は自閉症、てんかん、失調性歩行や手を揉む常同運動を呈する X 連鎖優性遺伝

病である。 近年、ミトコンドリア機能異常が Rett 症候群の病因の一つとして示唆されて

いるが、詳細は未解明である。 我々は既にミトコンドリア形態異常がミトコンドリア機

能異常を引き起こし、神経障害の原因となることを明らかにしている。そこで本研究では、

ミトコンドリア形態異常が Rett 症候群の病因となるか否かを、健常児と Rett 症候群患児の

SHED のミトコンドリア形態を比較し明らかにすることを目的とした。 
 
【材料・方法】九州大学病院小児歯科スペシャルニーズ歯科で、保護者の同意のもと採取

された健常児と患児の乳歯から、歯髄を単離し SHED を調製した。ミトコンドリア形態は、

ミトコンドリア外膜タンパク質である Tom20 の抗体を用いて免疫染色を行い、蛍光顕微鏡

で観察した。 
 
【結果】1. 患児のミトコンドリア形態は、健常児と比較して差異は見られなかった。 
2. 健常児ではミトコンドリアは細胞全体に分散しているのに対し、患児ではミトコンドリ

アは核周囲に局在しており、ミトコンドリアの細胞内における異常局在が観察された。 
 
【考察】患児 SHED で観察された核周囲へのミトコンドリア異常局在は、神経細胞におけ

る軸索とシナプスへのミトコンドリアの局在低下を示唆するものである。ミトコンドリア

の軸索への局在は neuro spine の形成に、シナプスへ局在は神経伝達物質の分泌に重要であ

り、これらが異常になることで、神経障害が引き起こされるのではないかと考えられる。 
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一般演題 2 
 
TRPM7 channel の歯における機能解析 
 
○圓谷 智之 1、福島 秀文 2、緒方 佳代子 3、片桐 千秋 1、岡本 富士雄 2、岡 暁子 3、 
岡部 幸司 2、松下正之 1 
 
1琉球大学大学院医学研究科 分子・細胞生理学講座、 
2福岡歯科大学 細胞分子生物学講座 細胞生理学分野 
3福岡歯科大学 成長発達歯学講座 生育小児歯科学分野 
 
Transient receptor potential (TRP) チャネルファミリーは、温度、浸透圧、水素イオン濃度等

のセンサータンパク質として機能することが広く知られている。TRP チャネルファミリー

の中でも、TRPM7 は 6 回膜貫通セグメントを有するチャネルドメインと、C 末端に非定型

セリン‐スレオニンキナーゼドメインを同時に持つユニークなタンパク構造を有している。

TRPM7 遺伝子を欠失したモデル細胞などにより、このチャネル機能は細胞の成長や胚発生

に重要であることが示されている。 
しかしながら、TRPM7 の生体内における役割はいまだ不明な点が多く、その詳細につい

てはほとんど解明されていない。 
本研究では、マウス胎児における in situ hybridization により、歯牙におけるエナメル芽細

胞および象牙芽細胞において TRPM7 が高発現していることを見出した。また、成体のマウ

スの組織に対する定量的リアルタイム PCR により、他の組織と比較して歯において TRPM7
の発現が顕著に高まっていることを明らかにした。免疫組織化学により TRPM7 がタンパク

質レベルにおいてもエナメル芽細胞および象牙芽細胞に高発現していることも確認した。

さらにエナメル芽、象牙芽両細胞における TRPM7 の機能を調べるために、細胞株を用いた

TRPM7 チャネル活性の確認を行った。その結果、両細胞には TRPM7 のチャネル活性を反

映する陽イオン電流が検出された。この電流は shRNA による TRPM7 ノックダウンにより

減弱した。また、TRPM7 ノックダウンは両細胞の ALP 活性には影響しないが、石灰化物の

沈着抑制を示すことが確認された。 
これらの結果より、エナメル芽細胞および象牙芽細胞で高発現している TRPM7 が歯質の

石灰化機構に重要な役割を果たしていることが示唆された。 
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一般演題 3 
 
ミクログリアの EPRAP は炎症を促進する 
 
〇藤川 理沙子 1,2、南 学 1、樋口 聖 1、横出 正之 1 
 
1京都大学大学院医学研究科 臨床創成医学分野 
2学術振興会特別研究員 DC1 
 
【目的】EP4-Receptor associated Protein (EPRAP) は、EP4 受容体の細胞内結合分子として近

年クローニングされた分子である。我々の研究室では EPRAP 欠損マウス (KO) を独自に作

製し、末梢の慢性炎症における EPRAP の役割を研究してきた。EPRAP は、マクロファー

ジでは、NF-B1 p105との結合を介して MAP キナーゼなど炎症性シグナルを抑制すること

が分かっている。一方、EPRAP は脳内に高発現しているが、その役割は不明である。そこ

で今回、EPRAP の脳内局在および脳内炎症における役割について調べた。 
 
【方法】EPRAP の局在は特異抗体を用いた免疫染色にて検討した。脳内炎症における

EPRAP の役割を検討するため、KO 及び野生型マウス (WT) 新生児脳から初代ミクログリ

アを単離培養し、LPS 刺激 24 時間後の炎症性サイトカイン量を測定した。また、8 週齢オ

ス KO 及び WT (N=6) に LPS (100mg/kg) を腹腔内投与し、6 時間後の大脳皮質における炎

症性サイトカインの遺伝子発現量を比較した。さらに EPRAP の結合分子を同定するため、

V5エピトープタグ付きリコンビナント EPRAPをミクログリア細胞株 BV-2 にトランスフェ

クションし、細胞抽出液を抗 V5 抗体で免疫沈降した後、SDS-PAGE ゲル断片を LC-MS/MS
にて解析した。 
 
【結果】EPRAP はミクログリアに存在することが分かった。WT と比較して EPRAP 欠損ミ

クログリアでは、LPS 誘導性の TNF-や MCP-1 産生が減少していた。同様に、LPS 刺激後

の大脳皮質の TNF-及び MCP-1 遺伝子発現量は、KO マウスで有意に減少していた。ま

た LC-MS/MS の結果から、ミクログリアの EPRAP は、中間径フィラメントのビメンチンと

結合している可能性が示された。 
 
【考察】末梢のマクロファージとは逆に、中枢ミクログリアの EPRAP は炎症促進に働くこ

とが分かった。この相反する作用の理由の 1 つとして、結合タンパクの違いが考えられる。

最近の研究から、中間径フィラメントが、細胞遊走やストレス応答時のシグナル伝達に関

与することが明らかにされている。EPRAP はビメンチンを介しミクログリアの活性化に関

与する可能性があり、EPRAP の脳内炎症促進メカニズムを更に追及していくことで、神経

精神疾患の病態解明に繋がると考えている。 
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一般演題 4 
 
酸棗仁湯の睡眠障害および空間記憶障害に対する改善作用 
 
○森山 博史１、高崎 浩太郎 3、百武 裕香１、吉田 詩織１、久保田 直樹１ 
窪田 香織１、桂林 秀太郎１、岩崎 克典 1.2 
１福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室、2福岡大学加齢脳科学研究所、3帝京平成大学薬学部 
 
【背景・目的】アルツハイマー型認知症患者の睡眠障害は患者の QOL 低下のみならず、家

族をはじめとする介護者の負担を増加させる。また、睡眠薬の副作用である前向性健忘や

転倒リスクの増加は認知機能低下につながる。したがって、これらの問題点を解決できる

薬の探求は臨床貢献度が高いと考えられる。酸棗仁湯は、不眠症に用いられる漢方方剤で

あり、既存の睡眠導入剤より持ち越し効果や過眠が発現しにくいことが臨床で報告されて

いるが、未だ不明な点が多い。そこで、本研究ではアルツハイマー型認知症モデルラット

を用いて酸棗仁湯の睡眠障害および空間記憶障害に対する効果について検討した。また、

陽性対照薬はトリアゾラムおよびドネぺジルを用いた。 
 
【実験方法】8 週齢の Wistar 系雄性ラットを用いて 4 血管結紮法( CI:Cerebral Ischemia )と 7
日間 Aβ(aggregate)脳室内投与により、CI+Aβ(aggregate)ラットを作製した。酸棗仁湯（100、
300、1000 mg/kg）、トリアゾラム（0.2mg/kg）、ドネぺジル（10mg/kg）は虚血後 22 日目か

ら 28 日目に投与した。睡眠の評価は Sleep Sign®（KISSEI COMTEC）の測定器を用い、虚

血後 27 日目の 19:00 から 12 時間馴化後、脳波（EEG）と筋電図（EMG）を 24 時間（7:00
～19:00 を明期、19:00～翌日 7:00 を暗期）測定し評価した。脳波測定後、Wake、non-REM、

REM、の判定を行い、覚醒と睡眠量を算出した。 また、睡眠の質の評価は熟眠の指標であ

る non-REM 睡眠時の δ波占有率で行った。さらに、中途覚醒の評価は Wake および non-REM
睡眠のステージ移行回数から行った。空間記憶障害はモリス水迷路課題を用いて評価した。

空間記憶の獲得は 1 日 3 施行 5 日間とし、記憶の保持の評価は全脳虚血後 28 日目のプラッ

トホーム到達時間および遊泳速度とした。 
 
【結果・考察】CI+Aβ(aggregate)ラットは non-REM 睡眠量減少、熟眠障害、および中途覚醒

を発現するモデルであることが明らかとなった。また、これらの睡眠障害は酸棗仁湯

（1000mg/kg）投与により改善された。さらに、同モデルラットで発現した空間記憶障害は

酸棗仁湯（1000 mg/kg）投与により改善された。また、酸棗仁湯投与は遊泳速度に影響しな

かったことから、酸棗仁湯投与による運動障害は発現しなかったことが明らかとなった。

したがって、酸棗仁湯はアルツハイマー病患者の睡眠障害改善薬として応用可能であるこ

とが示された。 
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一般演題 5 
 
脳血管性認知症モデル動物の睡眠障害に対する抑肝散の効果 
 
○長尾 昌紀，高崎 浩太郎，野上 愛，森山 博史，窪田 香織，桂林 秀太郎，岩崎 克典 
 
福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室 
 
 認知症症状には中核症状である認知機能障害のほかに，その他の周辺症状として睡眠障

害がある．睡眠障害は周辺症状の中でも多くの割合を占めており，認知機能障害を改善す

る上でもその治療は重要である．睡眠障害治療薬であるベンゾジアゼピン系薬物は，ふら

つきや筋弛緩作用などの副作用を伴う事が多いため，現状では睡眠障害に対する治療満足

度は決して高いとは言えない．アルツハイマー型認知症の治療薬として使用されるコリン

エステラーゼ阻害薬の donepezil にも不眠，悪夢を惹起する場合がある．近年，漢方方剤で

ある抑肝散が臨床や基礎研究で認知症症状の周辺症状に有効との報告が増えているが，睡

眠障害に対する報告は未だ少ない．そこで今回，脳血管性認知症モデル動物である脳虚血

ラットを用いて脳波測定による睡眠障害の評価を行い，抑肝散の睡眠障害に対する効果を

検討した．Wistar 系雄性ラットに 1 時間間隔で 2 回の全脳虚血を施して脳虚血ラットを作製

した．脳虚血後 7 日目に脳波および筋電図を 24 時間測定し，睡眠覚醒パターンを覚醒と

Non-rapid eye movement（NREM）睡眠，Rapid eye movement（REM）睡眠の 3 つのステージ

に分類した．各ステージの積算時間や平均持続時間，エピソード出現頻度で睡眠障害の評

価を行った．抑肝散（1000 mg/kg）は虚血処置前後 7 日間，ドネペジル（3 mg/kg）は虚血

処置後 7 日間の経口投与を行った．脳虚血ラットは夜行性動物の睡眠期にあたる明期の覚

醒時間の増加および NREM 睡眠時間の減少を示した．これらの変化は抑肝散により有意に

改善したが，ドネペジルは影響を示さなかった．さらに抑肝散は脳虚血ラットの NREM 睡

眠の平均持続時間に対して明暗期共に改善傾向を示し，比較的長時間持続した NREM 睡眠

のエピソード出現頻度の減少を有意に改善した．そこで視床下部のオレキシン前駆物質

prepro-orexin および前頭前皮質のヒスタミン H1 受容体，視床下部および前頭前皮質のプロ

スタグランジン E2 受容体（EP4），D2 受容体（DP）mRNA の発現量を検討したところ，脳

虚血により特に前頭前皮質の EP4，DP mRNA 発現量の増加を示した．また抑肝散はこれら

の変化に対して抑制効果を示した．以上の結果から，抑肝散は脳虚血により短縮した NREM
睡眠を正常化もしく延長させることによって，脳虚血ラットの睡眠障害を改善することが

明らかとなった．またその作用機序には，脳虚血時に伴う炎症反応を保護的に抑制した事

によるものが考えられた．従って，抑肝散は脳血管性認知症患者に対して，周辺症状の睡

眠障害に対しても有効な治療薬になり得る事が示された． 
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一般演題 6 
 
恋するメカニズムの解明に向けて 
 
○大西 克典、河原 幸江、黒岩 真帆美、西 昭徳 
 
久留米大学医学部薬理学講座 
 
昨年、NHK 朝の連続ドラマで吉高由里子主演の『花子とアン』が大ヒットしました。その

期間平均視聴率は 22．6％を記録し、『あまちゃん』（20．6％）や『梅ちゃん先生』（20．7％）、

『ごちそうさん』（22．4％）を超え、朝ドラでは過去 10 年で最高の記録となったのでご存

じの方も多いだろう。 
そのドラマの中で、吉高由里子演じる安東はなは、初恋のドキドキ感をパルピテーション

(palpitation)という耳慣れない言葉で表現していました。好きとか、ドキドキするという表

現でなく、あえてパルピテーションという言葉を使うことで直接恋心を表現することへの

恥ずかしさを紛らわせたり、恋の予感というような意味合いも込めたかったのかもしれま

せん。 
その言葉自体は別に流行はしませんでしたが、ずっと心に引っかかっていました。 
また、ちょっと古い言葉ですが、「吊り橋効果」という恋愛技巧があります。女の子を吊り

橋やお化け屋敷のような怖いところに連れて行くとドキドキするので、それを一緒にいる

男性への恋心として勘違いさせるというものです。実証効果はありましたが、継続性がな

いことも指摘されています。 
これらに共通するのは、ドキドキ感、つまり、心臓の鼓動です。 
さて、人は好意を持っている人のそばにいるだけでドキドキすることがあります。このド

キドキは意識的に止めることはできないし、意識的に発生させることもできません。また、

時にドキドキしていることで初めて自分がその人に恋していることに気付くこともあるし、

逆にドキドキしないと恋していることに気付かないでしょう。 
人はなぜ恋すると、ドキドキするのか、ドキドキすることの意味は何なのでしょうか？ 
 
以上のようなことを考えながら、最近取り組み始めた研究がこの研究です。 
そのため、自分たちはこのプロジェクトをドキドキ感プロジェクトと呼んでいます。 
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一般演題 7 
 
FABP3 KO マウスにおける PTSD 様症状はメラトニン受容体アゴニストにより軽減され

る 
 
○高畑 伊吹、矢吹 悌、福永 浩司 
 
東北大学大学院薬学研究科薬理学分野 
 
【目的】心的外傷後ストレス障害 (PTSD) は強い精神的衝撃を受けることで引き起こされ

る精神疾患である。 PTSD 発症メカニズムは不明である。脂肪酸結合蛋白質 (FABP) は主

に多価不飽和脂肪酸の細胞内輸送に関与し、転写調節・細胞膜構成を担う蛋白質である。

近年、FABP7 ノックアウト (KO) マウスが PTSD 様症状である恐怖記憶の増強を示すこ

とが報告された。脳には主に、 3 種の FABP が発現し、 FABP5 と FABP7 はアストロサ

イトに局在するが、神経細胞には FABP3 が発現している。私達は FABP3 KO マウスが 
PTSD 様行動を示すことを見いだした。本研究では、FABP3 KO マウスの PTSD 様症状の

特徴を行動薬理学および生化学的手法により解析した。 
 
【実験方法】 6 週齢の FABP3 KO マウスを用い、多動、空間学習記憶および認知機能に

ついて行動薬理試験により評価した。恐怖条件付けには電気刺激 (0.5 mA, 3 秒) を 1 日 1 
回 4 日間与えた。マウス脳を摘出し、免疫組織化学染色法および免疫ブロット法を用い、

細胞内情報伝達機構の解析を行った。 
 
【結果】FABP3 KO マウスは空間学習記憶に異常はないが、認知機能障害および多動を呈

した。恐怖条件付け後、野生型マウスでは徐々に恐怖記憶の消去がみられるのに対し、FABP3 
KO マウスでは恐怖記憶が持続していた。FABP3 KO マウスでは、恐怖記憶形成に重要な

脳部位である扁桃体において、c-Fos 陽性細胞数が増加していた。さらに、FABP3 KO マウ

ス扁桃体では、 CREB のリン酸化反応に関与するプロテインキナーゼである CaMKII の
自己リン酸化反応が亢進していた。メラトニンが恐怖記憶消去を促進するという報告から、

FABP3 KO マウスにメラトニン受容体アゴニストを投与した。興味深いことに、メラトニ

ン受容体アゴニストは FABP3 KO マウスの多動、認知機能障害および恐怖記憶の増強を改

善した。さらに、FABP3 KO マウスにおける c-Fos 陽性細胞数の増加及び CaMKII 自己リ

ン酸化反応の亢進はメラトニン受容体アゴニスト投与により、改善された。 
 
【考察】以上の結果から、FABP3 KO マウスの PTSD モデル動物としての有用性が示され

た。CaMKII 自己リン酸化反応および c-Fos 染色の結果から、FABP3 KO マウス扁桃体で

は神経活動の亢進が示唆される。FABP3 KO マウスにおける CaMKII 活性変化と恐怖記憶

増強のメカニズムについて検討する予定である。 
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一般演題 8 
 
アルツハイマー病治療薬 SAK3 による T 型電位依存性 Ca2+ チャネル活性化作用 
 
○矢吹 悌、福永 浩司 
 
東北大学大学院薬学研究科薬理学分野 
 
【目的】高齢化が加速している日本において、アルツハイマー病は最も多くみられる認知

症である。治療にはアセチルコリン (ACh) エステラーゼ阻害薬及びグルタミン酸受容体拮

抗薬が用いられているが、十分な改善効果は得られていない。私達は新規アルツハイマー

病治療候補薬である ST101 (spiro[imidazo[1,2-a] pyridine-3,2-indan]-2(3H)-one) が T 型電位

依存性  Ca2+ チャネル  (VGCC) 活性化を介し、認知機能を改善することを報告した 
(Moriguchi et al., J Neurochem 2012; 121:44-53)。さらに、spiroimidazopyridine 誘導体の適正化

を行い、活性の強い SAK3 を創製した (PCT/JP2013/51388)。本研究では、SAK3 と ST101 
の T 型 VGCC 活性化作用及び記憶・学習障害改善効果について比較検討した。 
 
【実験方法】急性マウス海馬スライス標本を作製し、記憶・学習の素過程である長期増強 
(LTP) に対する ST101 (100 pM) 及び SAK3 (100 pM) の促進作用を検討した。マウス神経

芽細胞  Neuro2A に  T 型  VGCC α1 サブユニット  Cav3.1 を発現させ、whole-cell 
patch-clamp 法により、T 型 VGCC 電流亢進作用を検討した。さらに、嗅球摘出 (OBX) マ
ウスの記憶・学習障害に対する両薬剤の改善効果とニコチン誘発性 ACh 遊離亢進作用を検

討した。 
[結果] ST101 添加はマウス海馬 LTP を亢進しないが、SAK3 添加により、 CA1 領域 LTP 
の誘導及び維持が促進された。さらに、Cav3.1 を過剰発現した Neuro2A 細胞において、 
SAK3 は ST101 よりも T 型 VGCC 電流を促進した。ST101 及び SAK3 処置によっても、

T 型 VGCC の活性化及び不活性化機構に変化はなかった。興味深いことに、OBX マウス

にみられる空間学習障害は、ST101 の急性投与では改善されないが、SAK3 の急性投与で

は改善された。さらに、OBX マウス海馬で低下したニコチン誘発性アセチルコリン遊離が 
SAK3 の投与により改善された。 
 
【考察】本研究により、SAK3 は ST101 よりも 強い T 型 VGCC 活性化作用及び学習改

善作用を有することが確認できた。一方、SAK3 は T 型 VGCC の活性化及び不活性化機

構に影響を与えないことから、チャネルの開口頻度及び時間を亢進していることが示唆さ

れる。現在、他のサブタイプ Cav3.2 および Cav3.3 に対する活性化作用を検討している。 
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一般演題 9 
 
ラット海馬スライスβ振動中の EPSP 減少とてんかん様発火 
 
◯澤田 豊宏、夏目 季代久 
 
九州工業大学大学院 生命体工学研究科 
 
生体内の脳では脳波が見られ、周波数毎に様々な役割がある。その中でもθやβリズムは

記憶学習に関連していることがわかっている。このリズムは脳内において中隔核から海馬

へのアセチルコリン作動性神経の活性化により誘導されることがわかっているが、βリズ

ムはラットの海馬スライスにアセチルコリン受容体作動薬のカルバコールを投与すること

でβ振動として再現可能である。一方、脳波の中には神経細胞の異常同期興奮発火によっ

て起こる、てんかん波がある。In vivo てんかん波も海馬スライスに GABAA 受容体阻害薬

である Picrotoxin（PTX）、Bicuculline（BIC）、SR-95531（GABAzine）を投与すると ictal 波
や interictal 波のてんかん様発火として再現出来る。先行研究においてθリズムはてんかん

波を抑制する結果が得られている[1]が、βリズムの効果については明らかになっていない。

本研究ではβリズムにもてんかん波に対する誘導抑制効果がある事を示す。 
Wistar 系ラットから海馬スライス（450μm）を作製し、CA3 を測定部位として実験を行っ

た。まず、カルバコール 30μM 以上によってβ振動が誘導されることを確認した。一方、

PTX、BIC、GABAzine において 2μM 以上で interictal 波が、10μM 以上で ictal 波が誘導さ

れた。次に、カルバコールによってβ振動誘導し、その後 PTX、BIC、GABAzine いずれか

を 2μM 以上の濃度で投与したところ、β振動に変化は見られなかった。次に、上記薬物を

用いててんかん様発火を誘導後、30μM カルバコールを投与した所、てんかん様発火がβ

振動に変化した。この結果からβ振動はてんかん様発火を抑制すると示唆された。この理

由を調べるために、CA3 Schaffer collateral を刺激し、CA3 の stratum radiatum から興奮性シ

ナプス後電位（EPSP）を測定した。その結果、10μM 以上のカルバコールにより、濃度依

存的に EPSP が減少した。β振動とてんかん様発火の発生源は海馬 CA3 であると先行研究

により明らかにされているので、以上の結果からβ振動によるてんかん様発火の抑制機構

にβ振動発生時の CA3 の EPSP 減少が関わっているかもしれない。 
 
[1] J. W. Miller, G. M. Turner and B. C. Gray. Anticonvulsant effects of the experimental induction 
of hippocampal theta activity. Epilepsy Research, Vol. 18, 195–204, 1994. 
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一般演題 10 
 
海馬 CA3 領域における抗けいれん薬フェニトインの神経情報伝達抑制作用に関する研究 
 
○窪田 寿彦 1,2、吉田 卓史 2、若森 実 2 
 
1佐賀大学医学部医学科 生体構造機能学講座  薬理学分野 
2東北大学大学院歯学研究科 歯科薬理学分野 
 
抗けいれん薬のフェニトインは Na+チャネルを抑制することが知られているが、中枢神経

の神経細胞間情報伝達機構に対する詳細な作用は不明確である。本研究ではラット（3-4 週

齢）の海馬 CA3 領域を含む脳スライス標本を用い、CA3 錐体細胞へ投射する興奮性と抑制

性神経に対するフェニトインの作用を電気生理学的に詳細に検討した。 
TTX 1 M存在下で海馬CA3 錐体細胞より whole-cell パッチクランプ法を用い自発性の興奮

性神経情報伝達 (mEPSC)を記録した。フェニトインは、mEPSC の振幅 (amplitude) を変化

させず、グルタミン酸の放出頻度 (frequency) を濃度依存的 (10-7 - 10-4 M) に減少させた。

一方、CA3 錐体細胞に投射する GABA 作動性神経の amplitude と frequency は、フェニトイ

ン 100 Mによる影響を受けなかった。フェニトインによる mEPSC frequency 抑制は、細胞

外 Ca2+動態に依存するものではなかった。更にフェニトインによる mEPSC frequency の抑

制機序を明らかにする目的で、神経伝達物質放出を制御する神経終末部内情報伝達機構に

着目してフェニトインの効果を検討した。Chelerythrine を用いて神経伝達物質放出に関与す

る PKC の活性を抑制しても、フェニトインによる mEPSC frequency の抑制効果は認められ

た。一方、アデニール酸シクラーゼ抑制薬 SQ22536 により mEPSC の amplitude は変化せず、

frequency が減少し、フェニトインによる更なる mEPSC frequency の抑制は認められなかっ

た。加えて、フォルスコリンにより増加した mEPSC frequency をフェニトインは抑制した。

Protein kinase A (PKA)の活性を抑制した状態においては、フェニトインによる mEPSC 
frequency の抑制効果は認められなかった。 
以上の結果よりフェニトインは、海馬 CA3 領域のシナプスでは抑制性神経伝達には影響を

与えず、興奮性神経終末部から放出されるグルタミン酸の放出頻度を Na+チャネルの活性

に関係することなく、cAMP/PKA カスケードに作用して抑制することが示唆された。 
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一般演題 11 
 
ニオイによる恐怖条件付けにおける扁桃体内側核ニューロン応答の可塑的変化 
 
◯母 愷、中川 真美子、夏目 季代久、粟生 修司 
 
九州工業大学大学院 生命体工学研究科 
 

恐怖反応は哺乳類の種族存続に重要な役割を果たしており、進化の過程でもよく保存さ

れている機能である 1)。一度形成した恐怖記憶は他の記憶に比べ長時間保持されることが

知られており、一生忘れない場合もある 2)。嗅覚よる恐怖記憶も他の感覚（視覚、聴覚）

に比べ保持時間が長いことが知られており 3)、ニオイを用いた嗅覚性恐怖条件づけはラッ

トの扁桃体ニューロンの形態的変化まで誘発する 4)。しかし、嗅覚性恐怖条件づけにおけ

る神経応答様式自体はよくわかっていない。そこで、本研究では、ニオイで恐怖条件づけ

したラットの扁桃体内側核ニューロンのニオイ応答を記録し、恐怖条件づけが扁桃体内側

核ニューロン活動への影響を明らかにした。オレンジのニオイで恐怖条件づけしたラット

は条件刺激（オレンジ）に対するニューロンの応答性が抑制性から興奮性に転換した。青

葉アルデヒドで恐怖条件づけしたラットはその青葉アルデヒドの反復曝露で、順応作用が

減弱し、応答が増強した。さらに、恐怖条件付け群では、条件刺激に対する特異的な持続

的応答が発現した。条件刺激以外の一般的なニオイ対して、対照群で興奮性応答が多かっ

たニオイ（ジュニパーベリー）が、恐怖条件づけ群では抑制性応答を示すようになった。

これらの結果は、嗅覚性恐怖学習の過程で扁桃体内側核が多彩な可塑的変化を示し、恐怖

条件付けの成立に重要な役割を果たしていることを示唆する。その可塑的変化の特徴は、i）
ニオイ応答特性の逆転（抑制から興奮あるいは興奮から抑制への転換）、ii） 恐怖関連ニオ

イ刺激に対する応答強度の増大、iii）ニオイ応答持続時間の遷延化であった。 
 

文献 
1. Van Strien JW, et al. Front Hum Neurosci. 8: 691, 2014. 
2. Poulos AM, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 106: 11737-41, 2009. 
3. Revillo DA, et al. Behav Brain Res. 253: 173-7, 2013. 
4. Dias BG, Ressler KJ. Nat Neurosci. 17: 89-96, 2014. 
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一般演題 12 
 
FIB-SEM を用いたシナプス結合の解析：微細構造の 3 次元再構築から定量解析まで 
 
○北原 陽介 1、太田 啓介 2、首藤 隆秀 1、黒岩 真帆美 1、外角 直樹 1、都合 亜記暢 3、 
萩原 明 4、大塚 稔久 4、中村 桂一郎 2、西 昭徳 1 
 
1久留米大・医・薬理、2久留米大・医・解剖 (顕微解剖・生体形成部門)、3久留米大・医・

電子顕微教室、4山梨大・医・生化第一 
 
 FIB-SEM (focused ion beam-scanning electron microscopy)は自動で連続電顕画像を取得する

装置であり、得られた画像を専用ソフトウェアで処理することによりシナプス構造のよう

な微細構造を 3 次元再構築、定量化することができる。今回、FIB-SEM を用いて、海馬歯

状回の興奮性シナプスと網膜リボンシナプスの微細構造を解析したので、その結果を提示

する。 
 抗うつ薬は、歯状回での神経新生の活性化に加え、成熟した顆粒細胞の興奮性を促進す

ることが報告されている。我々は、電位感受性色素を用いた神経機能解析において、抗う

つ薬により歯状回-貫通線維シナプスの興奮性が亢進することを明らかにした。そこで、抗

うつ薬による機能的変化が形態変化にどのように関係するか、FIB-SEM を用いて形態解析

を行った。シナプス後細胞において、抗うつ薬により巨大なスパインが誘導されることを

明らかにした。また、シナプス前細胞において、巨大なスパインには大きな神経終末ボタ

ンが結合しており、それらの神経終末ボタン内ではシナプス小胞とミトコンドリアの体積

の増加が見られた。以上の結果から、抗うつ薬は巨大な歯状回-貫通線維シナプスを誘導し、

このシナプスでの興奮性増加に関与することが示唆された。 
 CAST (cytomatrix at the active zone-associated structural protein)は神経終末のアクティブゾ

ーンに局在するタンパクの１つである。CAST KO マウスでは、網膜リボンシナプスにおい

て、リボンの長さが減少することが既に明らかにされている。今回、FIB-SEM を用いて、

CAST-KOマウスにおけるリボンシナプスのトライアド構造が変化することを明らかにした。 
 従って、FIB-SEM を用いた解析手法は、神経細胞ごとに特徴的な形態を持つシナプス結

合の微細 3 次元構造解析に有用な方法である。 
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ブレインサイエンス研究会のこれまでの歩み 
 

ブレインサイエンス研究会の年会 
 

第 １回『海馬の構造と機能』 
 福永浩司、中西 博（ヘルシーパル船小屋、19998 年 6 月 5 日〜6 日） 
 

第 ２回『大脳基底核の構造と機能』 
 福永浩司、中西 博（ヘルシーパル船小屋、1999 年 6 月 4 日〜5 日） 
 

第 ３回『視床下部ならびに脳幹の構造と機能』 
 福永浩司、中西 博（ヘルシーパル船小屋、2000 年 6 月 30 日〜7 月 1 日） 
 

第 ４回『感覚受容と可塑性』 
  福永浩司、中西 博（レイクサイドホテル久山、2001 年 7 月 5 日〜6 日） 
 

第 ５回『嗅球の構造と機能』 
 福永浩司、中西 博（ヘルシーパル船小屋、2003 年 5 月 31 日〜6 月 1 日） 
 

第 ６回 
 夏目季代久、西 昭徳（ヘルシーパル船小屋、2004 年 5 月 22 日〜23 日） 
 

第 ７回『物質と脳』 
 夏目季代久、西 昭徳（ヘルシーパル船小屋、2005 年 5 月 14 日〜15 日） 
 

第 ８回『ストレスに対する脳の反応機構〜しなやかな脳を生かすために〜』 
 夏目季代久、西 昭徳（芦屋の国民宿舎マリンテラス、2006 年 6 月 10 日〜11 日） 
 

第 ９回ー第５回ニューロサイエンスワークショップ in 九州との共催 
 西 昭徳（レイクサイドホテル久山、2007 年 11 月 30 日〜12 月 1 日） 
 

第 10 回  協賛：九大 P&P 
 夏目季代久、西 昭徳（国民宿舎マリンテラスあしや、2008 年 5 月 31 日〜6 月 1 日） 
 

第 11 回『神経機能の多元的解析：分子から細胞、組織、そして行動まで』 
 夏目季代久、西 昭徳（かんぽの宿 柳川、2009 年 6 月 6 日〜7 日） 
 

第 12 回 
  夏目季代久、西 昭徳（国民宿舎マリンテラスあしや、2008 年 5 月 29 日〜30 日） 
 

第 13 回『ニューロサイエンスの基礎を学ぶ』 
  福永浩司（アソシエート、2011 年 5 月 28 日〜29 日） 
 

第 14 回『脳神経機能とその環境を考える』 
 富澤一仁（霧島国際ホテル、2012 年 6 月 2 日〜3 日） 
 

第 15 回『神経細胞の機能的・構造的ネットワーク：その意味するもの』 
 西 昭徳（休暇村志賀島、2013 年 6 月 1 日〜2 日） 
 

第 16 回『分子を基盤とした神経機能と病態』 
 松下正之（沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ、2014 年 6 月 28 日〜29 日）  
    

第 17 回『基礎から臨床へのアプローチ』 
 中西 博（志賀島国民休暇村、2015 年 6 月 6 日〜7 日） 
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ブレインサイエンス研究会の主催した国際ワークショップ 
（共催：文部科学省特定領域研究(A)「総合脳」及び「統合脳」） 
ニューロサイエンスワークショップ in 九州 
 
第２回九州脳シンポジウム、 共催：「総合脳」  
      世話人：中西 博（九州大学）、鍋倉淳一（九州大学）、福永浩司（熊本大学） 
      九州大学 コラボ・ステーション、2002 年 1 月 25 日〜26 日 
第３回ニューロサイエンスワークショップ in 九州、共催：「総合脳」 
    （第３回九州脳シンポジウムから名称変更）      
  世話人：鍋倉淳一（九州大）、福永浩司（東北大）、田中栄一郎（久留米大）、 
      吉村 恵（九州大）、夏目季代久（九州工業大） 
  レイクサイドホテル久山、2005 年 11 月 29 日—30 日 
第４回ニューロサイエンスワークショップ in 九州、共催：「統合脳」 
   世話人：西 昭徳（久留米大学） 
   レイクサイドホテル久山、2005 年１0 月 9 日〜１０日 
第５回ニューロサイエンスワークショップ in 九州、共催：「統合脳」、     
   世話人：西 昭徳（久留米大学） 
     レイクサイドホテル久山、2007 年１１月３０日〜１２月１日 
 
 
 
ブレインサイエンス研究会会則（一部抜粋） 
 
 １：本会はブレインサイエンス研究会と称する。 
 
 ２：本会は西南地区（中国、四国、九州、沖縄）における脳研究促進、 
   神経科学者の研究交流ならびに若手研究者の育成を目的とする。 
 
 ３：本会は上記目的のために、年一回、教育講演及び若手の研究発表を中心 
   とした研究会（年次研究会）を開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------- 
世話人：中西 博 
 
事務局：〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 
    九州大学 大学院歯学研究院 口腔機能分子科学分野 
    高山 扶美子  
          TEL：092-642-6413 
      Fax：092-642-6415 
                  e-mail : fumikotakayama@dent.Kyushu-u.ac.jp 

事務局お問い合わせ先 


