
同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 3 月 13 日提出  

所  属 職名 氏  名 

脳科学研究科 教授 御園生 裕明 

研 究 題 目 

 

タウの軸索輸送メカニズムとその破綻の研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

タウは軸索に局在する微小管結合タンパク質であり、AD を含む神経変性疾患の原因因子の一つでもあ

る。興味深いことに、変性した神経細胞では高度にリン酸化されたタウが細胞体・樹状突起に蓄積し神経

原線維変化を形成する。このタウの細胞体・樹状突起への異常局在化は、神経変性疾患の重要な初期

ステップであると考えられている。しかし、タウが軸索に局在化するメカニズムは不明であり、したがって、

それがどのように破綻して異常局在化を引き起こすのかについても明らかではない。 

 我々はこれまでに、タウの軸索局在化メカニズムを探索するための新規実験系を構築し、研究を進めて

きた。本年度は、タウの「遅い軸索輸送」が軸索局在化に重要であること、リン酸化によってこの輸送が制

御されていることを明らかにしている。また、安定的な微小管結合がタウの「遅い軸索輸送」および局在化

に必要ないという、これまでの常識を覆すような結果を得た。 

 これらの成果は、国際学会および国際学術誌に論文として発表した。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２０年 

３月１２日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年  3 月  12 日提出  

所  属 職名 氏  名 

脳科学研究科 教授 元山 純 

研 究 題 目 

 

マウス母子分離による介在神経分化抑制が海馬内神経活動および超 音 波

発声へ与える影響 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

新生児の脳の発達に対するストレス応答についての研究である。現在までの研究によ

り、新生児マウスに対し母親から２４時間分離するストレス（母子分離ストレス）を与

えることによって、ストレス負荷直後から海馬における介在神経の分化抑制が引き起こ

されることを報告した。本年度は昨年度での観察事実を踏まえ、母子分離による介在神

経の分化抑制によってストレス負荷新生児の示す超音波発声パターンへの影響の有無の

解析を行った。新生児マウスは生後一定期間、母親マウスからの養育を受けて発達する。

母親は飼育ケージにおいても巣を作りその中で新生児に対し授乳、排泄介助、体をなめ

る等の養育を行う。養育期間中、何らかの理由で新生児マウスが母親から分離されると、

新生児マウスは isolation call と呼ばれる超音波発声を行い、母親はそれに応答して分

離された新生児を巣に回収する行動を示す。本研究では生後４日から５日目までの母子

分離直後の海馬における介在神経分化抑制と、母子分離以後４週間目での介在神経細胞

数の低下を踏まえ、母子分離ストレスが新生児の示す isolation call に与える影響を解

析した。もし母子分離ストレスによって新生児が示す isolation call に変調が現れると、

それが母親と新生児の関係、すなわち母親の新生児に対する養育行動に影響を与える可

能性がある。新生児マウス（系統：ICR）を準備し、母子分離しない個体を control群，

母子分離する個体を MS群として，control 群 15 匹，MS群 16匹の計 31匹を被験体とし

た。母子分離前の生後 4日（P4）の際に，1匹ずつビーカーの中に入れ，防音箱中で 5分

間超音波マイクロフォンを用いて録音を行なった。その後，MS群は防音箱の中で 24 時間

母子分離した。分離の際は個体ごとに分け、温度低下がストレスにならないよう保温化

で実施した。control群は母親と共に同じゲージで飼育した。MS群の個体は２４時間の

母子分離後は control 群とともに母親の元で飼育を継続した。母子分離後 1 か月の間で

１日１回５分間の超音波音声録音を合計 11回行い，発声回数（Vocalization count）、

持続時間（Duration）、主要周波数(Frequency)を control群と MS 群の間で比較した。

その結果，MS群の方が control群よりも発声回数が多く、1 call あたりの持続時間も長

いことがわかった。発達と共に発声回数が減少している点は control 群と MS群で共通だ

った。以上の結果から、母子分離ストレスによって新生児が示す isolation call に変調

が現れることが示唆された。今後はこの超音波音声の変調と海馬における介在神経分化

抑制の関係を解析する。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 2 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０１９年 

９月１５日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年  3 月 11 日提出  

所  属 職名 氏  名 

脳科学研究科 教授 貫名信行 

研 究 題 目 

 

中枢神経系無髄神経の包括的分子機能解析 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

中枢神経系には海馬顆粒細胞、小脳顆粒細胞からの神経軸索が無髄神経で

あること知られている。我々はこれに加えて線条体投射線維が無髄神経である

ことを報告した。軸索は有髄化することにより、伝導速度も速くなるので、進化的

に有利であると考えられる。それでも無髄神経が存在することにはなんらかの機

能的な意義があると予想される。この問題に取り組むため、まず中枢神経にお

ける無髄神経の分布を網羅的に検討することとした。 

線条体投射線維においては sodium channel beta4 subunit (beta4)が軸索上に

びまん性に存在することが無髄神経の特徴であることを見出したが、beta4 は中

枢においては発現する神経細胞と発現しない神経細胞が有り、無髄神経のマ

ーカーとしては有効ではない。一方αチャネルである Nav1.2 が線条体投射線

維において beta4 と同様にびまん性に存在することから、このαチャネルが軸

索でびまん性に存在することが無髄神経の特徴であると想定した、中枢神経に

おける分布を検討した。 

Nav1.2 は脳梁や分界条などにおいてびまん性の染色を認め、免疫電顕検索に

よって無髄神経を染めていることを確認した。現在その起始細胞の同定を目指

して研究を進めている。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 

② ①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０１９ 年 

 １２月１日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年  3 月  1 日提出  

所  属 職名 氏  名 

脳科学研究科 教授 坂場 武史 

研 究 題 目 

 

哺乳類中枢シナプス伝達・短期可塑性メカニズムの解明 

 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

哺乳類中枢神経系のシナプス伝達および可塑性の分子細胞メカニズムの解明

とシナプスの神経回路機能における役割という２点に関して研究を進めている。

特に、海馬苔状線維シナプスにおいてシナプス伝達やシナプス可塑性がどのよう

なメカニズムによって担われているのかを調べる研究をおこなった。本年度はシ

ナプス前後部からの同時パッチクランプ電気記録、Caアンケイジング法を用いた

Ca―伝達物質放出連関の定量的な解析、全反射蛍光顕微鏡を用いた局所 Ca濃度

やシナプス小胞動態のライブイメージングを中心とした解析をおこなった。ま

た、国際共同研究によって、超解像光学顕微鏡によるシナプス機能分子分布の定

量化をおこなっている。 

また、大学院生が中心となり、海馬苔状線維の開口放出やエンドサイトーシス

の時間経過に関して膜容量測定法を用いて定量した研究が進捗し、論文公刊した

（MIyano et al., 2019, J Physiol）。研究室内では、ほかに小脳シナプスの伝

達物質放出機構に関する研究や、下丘シナプスの伝達特性解析に関する研究が進

捗した（Kitagawa and Sakaba, 2019, Eur. J. Neurosci.）。 

学外との共同研究で疾患モデルマウスの解析や、シナプス小胞エンドサイトー

シスの分子細胞メカニズムに関する解析（Japel et al., 2020, Cell Rep）など、

電気生理学的な技術の提供を国内外におこなった。全体として本年度は電気生理

学からイメージング、（光）遺伝学の活用といった技術的な変化・進展が見られ

ており、来年度以降に研究につながることを期待している。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ① 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０１９年 

 １０月２９日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 2 月 21 日提出  

所  属 職名 氏  名 

脳科学研究科 教授 櫻井 芳雄 

研 究 題 目 

 

 

高次な記憶情報の活用を実現する機能的神経回路の解析 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

今年度は、ラットのメタ認知と他個体観察学習の神経メカニズムについて、記録実験と刺激実験

により明らかにした。またラットのクロスモーダル連合学習、記憶の形成と再形成、嗅覚情報の統

合と記憶等についても、特異的に関わる神経細胞の活動を検出することができた。主な論文と学会

発表は下記のとおりである。 

【論文】 

Sakaguchi, Y. and Sakurai, Y. (2020) Left-right functional difference of the rat dorsal 

hippocampus for short-term memory and long-term memory. Behavioural Brain 

Research, In press. doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112478 

Ishikawa, J., Sakurai, Y., Ishikawa, A. and Mitsushima, D. (2020) Contribution of 

the prefrontal cortex and basolateral amygdala to behavioral decision making 

under reward/punishment conflict. Psychopharmacology, In 

press.doi.org/10.1007/s00213-019-05398-7 

Yuki, S., Sakurai, Y. and Okanoya, K. (2019) The utility of internal cognitive states 

as discriminative cues affecting behavioral adaptation in humans and animals. 

Animal Behavior and Cognition, 6(4), 262-272. 

Nakazono, T., Takahashi, S. and Sakurai, Y.(2019) Enhanced theta and high-gamma 

coupling during late stage of rule switching task in rat hippocampus. Neuroscience, 412, 

216-232. doi.org/10.1016/j.neurroscience.2019.05.053 

Takamiya, S., Yuki, S., Hirokawa, J., Manabe, H. and Sakurai Y. (2019) Dynamics of 

memory engrams. Neuroscience Research, In press. 

doi.org/10.1016/j.neures.2019.03.005  

Murata, K., Kinoshita, T., Fukazawa, Y., Kobayashi, K., Kobayashi, K., Miyamichi, 

K., Okuno, H., Bito, H., Sakurai, Y., Yamaguchi, M., Mori, K and Manabe, H. 

(2019) GABAergic neurons in the olfactory cortex projecting to the lateral 

hypothalamus in mice Scientific Reports, 9(article7132), 1-14. 

doi.org/10.1038/s41598-019-43580-1 

Song, K.,Takahashi, S. and Sakurai, Y. (2019) Reinforcement schedules differentially 

affect learning in neuronal operant conditioning in rats. Neuroscience Research, In 

press. doi.org/10.1016/j.neures.2019.04.003 

 
【学会発表】 

櫻井芳雄・宋基燦（2019) ラットの身体運動と脳神経活動それぞれを増強する条件づけ訓練. 

第 65回日本宇宙航空環境医学会大会, 松本大学（長野県・松本市）, 2019年 11月 30日. 

Osako, Y., Ohnuki, T., Manabe, H., Sakurai, Y. and Hirokawa, J. (2019) Distinct 

roles of primary, secondary visual cortex and posterior parietal cortex in 

visually-guided decision-making. 49th Society for Neuroscience Annual Meeting, 

Chicago (米国) 2019年 10月 22日. 

Takamiya, S., Yuki, S., Hirokawa, J. and Sakurai, Y. (2019) The interaction between 

hippocampus and temporal cortex during memory consolidtion and 

reconsolidation. 49th Society for Neuroscience Annual Meeting, Chicago (米国) 

2019年 10月 20日. 

Shiotani,K., Tanisumi, Y., Murata, K., Hirokawa, J., Mori, K., Sakurai, Y. and 

Manabe, H. (2019) Behavioral-seletive activity of ventral tenia tecta neurons. 

49th Society for Neuroscience Annual Meeting, Chicago (米国) 2019年 10月 19日. 

Tanisumi, Y., Shiotani, K., Miura, K., Hirokawa, J., Sakurai, Y., Mori, K. and 



Manabe, H. (2019) Association of Cue Odor Signals with predicted Behavioral 

Scene Signals, in Piriform Cortex Neurons. 49th Society for Neuroscience Annual 

Meeting, Chicago (米国) 2019年 10月 19日. 

Ohnuki, T.,  Osako, Y., Sakurai, Y. and Hirokawa, J. (2019) Dynamic encoding of 

choice-target information in the perirhinal cortex. 49th Society for Neuroscience 

Annual Meeting, Chicago (米国) 2019年 10月 19日. 

阪口幸駿・櫻井芳雄（2019） 脳半球が 2つあればどのようなことができるか―記憶・精神・認知

柔軟性・社会性から心の理論を考える―. 共創言語進化学若手の会第 2回全体研究会, 

JAIST金沢駅前オフィス（石川県・金沢市）, 2019年 10月 5日. 

Sakaguchi, Y. and Sakurai, Y. （2019） Functional left/right hippocamal asymmetry 

and sprit-brain in forming short/long-term memory. The 10th International Brain 

Research Organization World Congress of Neuroscience, Daegu Convention & 

Exhibition Center, Daegu(韓国）, 2019 年 9 月 23 日. 

大貫朋哉・大迫優真・塩谷和基・櫻井芳雄・廣川純也 (2019)Single-neuron and population 

codings in a higher-order cortical area. 第 29 回 日本神経回路学会全国大会 (東京

都・目黒区) 2019 年 9 月 5 日 

Takamiya, S., Yuki, S., Hirokawa, J., and Sakurai, Y. (2019) Dynamics of cell 

assemblies in hippocampus an auditory cortex during memory consolidation and 

recall. 第 42 回日本神経科学大会, 朱鷺メッセ（新潟県・新潟市）, 2019 年 7 月 25 日. 

谷隅勇太・塩谷和基・三浦佳二・廣川純也・櫻井芳雄・眞部寛之（2019） ラット梨状皮

質ニューロンは匂いと「匂い経験」を紐づける：Go/No-Go 学習および逆転学習におけ

る多彩な応答様式と、そのポピュレーション Go/No-Go 相関表現．第 42 回日本神経科

学大会，朱鷺メッセ（新潟県・新潟市），2019 年 7 月 27 日. 

塩谷和基・谷隅勇太・村田航志・廣川純也・森憲作・櫻井芳雄・眞部寛之（2019） 腹側

テニアテクターのシーンセル：環境や行動状況において特定の発火．第 42 回日本神経

科学大会,朱鷺メッセ（新潟県・新潟市）, 2019 年 7 月 27 日. 

大貫朋哉・大迫優真・櫻井芳雄・廣川純也（2019） 嗅周皮質におけるターゲット情報の

ダイナミックなコーディング．第 42 回日本神経科学大会, 朱鷺メッセ（新潟県・新潟

市）, 2019 年 7 月 26 日. 

阪口幸駿・櫻井芳雄（2019） ラット海馬の機能的左右半球非対称性および半球間相互作

用．第 42 回日本神経科学大会, 朱鷺メッセ（新潟県・新潟市）, 2019 年 7 月 26 日. 

大迫優真・大貫朋哉・櫻井芳雄・廣川純也（2019） Distinct contribution of rat visual 

cortical area in visually-guided decision-making． 第 42 回日本神経科学大会, 朱鷺

メッセ（新潟県・新潟市）, 2019 年 7 月 25 日. 

Sakurai, Y. (2019) Brain freedom from body : Enhancement of neuronal activity by 

brain-machine interface (BMI) in the rat. 40th Annual Meeting of the 

International Society for Gravitational Physiology (ISGP). 名古屋大学野依記念ホー

ル（愛知県・名古屋市）, 2019 年 5 月 27 日. 

 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ① 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２０年 

 １月９日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。

 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 2 月 28 日提出  

所  属 職名 氏  名 

脳科学研究科 教授 髙橋晋 

研 究 題 目 

ラットの神経回路基盤同定による地図記憶参照型ナビゲーションの機能解明 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

現在地から目的地までの経路を設定し、ナビゲーションするには、あらかじめ記憶し
た認知地図を参照するなどの脳内情報処理が不可欠である。本研究では、そのような
地図記憶を海馬にある場所細胞群の活動から解明することを目的としている。本年度
は、再構成可能な迷路システムの機能評価を実施した結果を纏め、国際学術誌に報
告した。またその他の成果として、海馬機能やニューラルオペラント実験などの結果を
国際学術誌 3 報に報告した。 
【論文】 
1. Hoshino, S., Takahashi, R, Mieno, K., Tamatsu, Y., Azechi, H., Ide, 

K., Takahashi, S., "The reconfigurable maze provides flexible, scalable, 
reproducible and repeatable tests", iScience, Volume 23, Issue 1, 2020  

2. Karube, F., Takahashi, S., Kobayashi, K., Fujiyama, F., "Motor cortex can 
directly drive the globus pallidus neurons in a projection neuron type-dependent 
manner in the rat", eLife, 2019. 

3. Nakazono, T., Takahashi, S., Sakurai, Y., "Enhanced theta and high-gamma 
coupling during late stage of rule switching task in rat hippocampus", 
Neuroscience, 412:216-232, 2019. 

4. Song, K., Takahashi, S., Sakurai, Y., "Reinforcement schedules differentially 
affect learning in neuronal operant conditioning in rats", Neuroscience Research, 
S0168-0102(19)30138-5. doi: 10.1016/j.neures.2019.04.003. 2019. 

【国内会議】 
1. 井出 薫, 本部 拓未, 岡本 慎一郎, 松本 祥子, 依田 憲, 牧口 祐也, 髙橋 

晋, “歩行する海鳥および遊泳するサケ科魚類の脳における空間ナビゲーションの
神経相関”,第 42回日本神経科学大会(新潟市), 2019 年 7月 26 日 

2. 髙橋 晋, 星野 諭, 井出 薫, “再構成可能な迷路は記憶学習研究のための繰り
返し精度の高い再現性を有するテストを提供する”,第42回日本神経科学大会 (新
潟市), 2019 年 7月 26 日 

3. 高橋 陸, 玉津 裕太, 井出 薫, 髙橋 晋, “マウス用に開発された再構成可能な
迷路における移動軌跡の解析”,第 42 回日本神経科学大会 (新潟市), 2019 年 7
月 27 日 

4. 三重野 華菜, 星野 諭, 井出 薫, 髙橋 晋, “同一実験室内における様々な迷路
上での場所細胞の神経活動”, 第 97 回 日本生理学会大会(大分市), 2020 年 3
月 18 日 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２０年 

２月２８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 2 月 13 日提出  

所  属 職名 氏  名 

脳科学研究科 教授 高森茂雄 

研 究 題 目 

 

興奮性神経伝達物質グルタミン酸のシナプス小胞再充填機構の包括的解明 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

【１】 グルタミン再充填速度の規定メカニズムの解明：グルタミン酸のシナプス小胞への再充

填過程は小胞型グルタミン酸トランスポーター(VGLUT)によって担われており、哺乳類

中枢神経系では VGLUT1~3 の 3 つのアイソフォームが存在する。本項目では、通常

VGLUT1 と２の２つの VGLUT を発現している聴覚系の中継核巨大シナプスである

Calyx of Held シナプスを対象とし、VGLUT1 欠損の影響を精査した。本項目の研究成

果は、現在論文投稿中である(Nakakubo et al.)。 

【２】 シナプス小胞リサイクリング時の VGLUT 回収機構：シナプス小胞のエンドサイトーシス

は長らくクラスリン依存的だと信じられていたが、近年の研究成果から、生理的な条件

においてはクラスリン非依存的であることが明らかになってきた。一方、VGLUT の回収

にはクラスリンと VGLUT-C 末端が AP-2 を介して結合することが重要であると示されて

いる。本項目では、AP-2結合能を欠いた VGLUT1変異体のクラスリン非依存的なエン

ドサイトーシス時の回収速度を調べたところ、顕著に低下することがわかった。現在、

AP-2 欠損神経培養細胞での実験結果と合わせて論文投稿準備中である(Takenaka et 

al)。 

【３】 新規シナプス小胞タンパク質AAK1の機能解析：AP2-associated kinase 1 (AAK1)が新

規シナプス小胞タンパク質であること、AAK1 阻害剤がシナプス小胞のエンドサイトー

シスを減速させることを明らかにした。シナプス小胞の最新の Proteome解析と合わせて

論文投稿中である（Taoufiq et al. OIST との共同研究）。 

【４】 シナプス小胞エンドサイトーシスに関わる液−液相分離の機能解析：シナプス小胞の再

合成には様々なエンドサイトーシス関連タンパク質が時空間的に精密に制御されて行

われるが、その動作原理は不明である。本項目では、エンドサイトーシス関連タンパク

質群の足場タンパク質として知られる Intersectinが液―液相分離する性質を発見したこ

とを契機とし、その機能的な意義を明らかにしようとしている。研究は順調に進んでお

り、来年度中の論文投稿を目指している（Yoshida, Takenaka et al.）。 

上記に加え、シナプス小胞内 pH 測定法に関する論文（英文）を投稿中である(Egashira et al)。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答  ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２０年 

２月１３日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 


