
　同志社大学大学院脳科学研究科は5年一貫制の博士課程です。

　脳・神経領域の研究は、生命科学のフロンティアのひとつとされ、世界中で数多くの研究が進められてい

ます。記憶、思考、判断などといった高次の脳機能や神経・精神疾患関連の研究に注目が集まる中、それら

を下支えする神経細胞や神経回路に関する基礎研究のさらなる強化が必須です。

　基礎研究と応用研究との関係は、球根と花のようなものです。球根の状態では、将来どんな花が咲くかは

わかりません。仮に、応用研究という花が咲いたとしても、球根を取り除いてしまっては枯れてしまいます。我々

脳科学研究科は、将来大輪の花を咲かせるかもしれない基礎研究の推進に力を入れています。

　本研究科で学ぶみなさんには、時間のかかかる基礎研究のテーマを自ら立ち上げ、進行していくことを通

じて、研究戦略・目標設定力、深い思索、コミュニケーション力などを鍛える場を提供します。5 年一貫の課

程の中で、将来研究者として独立するための「真の実力」を身につけてもらいたいと願っています。

全学年学生収容定員/教員（部門長）比
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５年一貫制博士課程

５年間にわたって勉学・研究に集中することにより、
研究活動に必要な実力を養成
※脳科学研究科で授与される学位は、博士（理学）です

脳科学研究の最前線で
国際的に活躍する
８部門のスタッフによる
オーダーメイドの教育

キャリア支援
海外サマーコースへの参加支援、
国際学会・シンポジウム参加発表の奨励と支援、
企業インターンシップへの参加等、
多様なキャリアパスに対する支援

真の実力を養う教育
目標を見出す能力、
生涯にわたって学習を継続する能力、
人と人の交流を円滑有効に行う能力、
異なる価値観を有する人材を包括する能力、
情報を過不足なく発信する能力の養成

複数領域の方法論を体得、
視野を広げる教育
研究科内部門間共同研究
生命医科学研究科、心理学研究科、神学研究科等との連携

国際基準の教育
英語教材を大幅に取り入れ、英語による討論、発表訓練

アドバイザー制度

各部門２名の
特任研究・教育スタッフ

学費（入学金、授業料、実習費）
相当の奨学金給付
入学時３２歳未満（転入学時３４歳未満）の学生に対して、
５年間給付 ［返還必要なし］

自主学習を軸とする教育
チュートリアル方式、ディスカッションの大幅な導入

５０/８

脳科学研究科の特色

次世代の脳科学研究を支える人材を養成する

神経回路形態部門

藤山 文乃
神経回路情報伝達機構部門

櫻井 芳雄
認知行動神経機構部門

髙橋　晋

認知記憶加齢部門

貫名 信行
チャネル病態生理部門

御園生 裕明

■システム脳科学分野 ─神経細胞が作る回路ネットワークの成り立ちと作動原理を解明する

■病態脳科学分野 ─さまざまな脳神経疾患の基本メカニズムを解明し、治療への道を開く

■分子細胞脳科学分野 ─脳のはたらきを支える分子の役割とメカニズムを解明する

研 究 部 門 代 表 者 （ 部 門 長 ）

■シナプス伝達のメカニズ
ム、特に多様性に関し
て、局所神経回路の機能
に関する研究

■情報の表現と変容を担
うセル・アセンブリのダイ
ナミクス

■嗅覚記憶の形成と動機
づけ行動の神経回路メ
カニズム

■適応行動における前頭
葉－皮質下回路の役割
とメカニズム

■異常蛋白質の凝集メカ
ニズム

■蛋白質の品質管理
■中枢神経系の無髄神経

の機能、病態

■ 細 胞 内チャネル局 在
の分子機構（小胞輸送
メカニズム、live-cel l 
imaging）

■K+チャネルによる睡眠行
動の制御（ノックアウト・
マウスを使った行動実
験）

■アルツハイマー病タウタ
ンパク質の軸索局在化と
その破綻のメカニズム

■学習と運動を実行する
神経基盤の解明

■パーキンソン病など神経
変性疾患の病態解明

■エピソード記憶を支える
神経機構の解明

■ナビゲーションを実現す
る神経機構の解明

■神経活動依存的なシナ
プス小胞動態の解析

■神経細胞における選択
的タンパク質輸送システ
ムの解明

■神経伝達物質再充填の
分子メカニズム

■神経幹細胞の発生制御
過程を制御する分子機
構の理解

■新生児への母子分離ス
トレスが海馬の発達に与
える影響

■神経発生におけるグル
コース代謝の役割の理
解

神経発生分子機能部門

元山 純
神経膜分子機能部門

髙森 茂雄
シナプス分子機能部門

坂場 武史

単位取得のデザイン、学位論文研究テーマの
企画、研究上の問題点、修了後の進路などに
関して相談にあたる
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システム脳科学分野
神経回路情報伝達機構部門

櫻井 芳雄 教授

病態脳科学分野
チャネル病態生理部門

御園生 裕明 教授

記憶や判断など脳の高次機能解析にチャレンジ
　私たちは、記憶や判断、予測などの脳の高次機能を研究対象にしてい
ます。脳がこれらの高度で複雑な情報を表現し処理している時、どのよ
うな神経細胞からなるどのような神経回路が、脳のどこでどのように活動
しているかを動物実験を通して解析しています。
　脳科学の究極の目標は、心の科学的解明だといわれます。心と呼ばれ
ている高次機能が脳の中にどういう現象として現れているかを知りたいの
です。私たちはこれを脳の情報表現や情報処理の研究と呼んでいます。
　対象とする脳の部位は研究内容によってだいたい決まります。たとえば、
記憶なら海馬、判断なら前頭連合野を中心に、それらが他の部位とどう
連絡して働いているかというアプローチになります。高次な機能ほど、ど
こか1つではなく、海馬や前頭連合野から側頭葉、大脳基底核、扁桃
体など、全体がどうつながっているかという研究になります。
　実験手法としては、まず自分が研究したい高次機能を動物を使って調
べる行動実験が必要となります。そして、マルチニューロン活動の記録に
よる電気生理学的な手法や脳組織化学、遺伝子改変と光遺伝子学など
様々な手法を駆使して、ラットやマウスの脳の高次機能を調べています。
　私たちはまた、嗅覚をモデルにして、脳が外部刺激に対して経験や体
内状態に依存した情報処理を行うメカニズムについて、電気生理学的手
法と光遺伝子・分子生物学的手法を組み合わせて解明しようとしていま
す。これは嗅覚の記憶の研究をしている当部門の眞部准教授の研究テー
マです。
　さらに私たちは、脳内の情報がどのように柔軟に行動に活かされるの
かを知るため、前頭連合野から皮質下への出力回路の活動を電気生理
学的に記録し、それを光遺伝学により操作する研究をしています。これ
は同じく当部門の廣川准教授の研究テーマで、脳の司令塔といわれる前
頭連合野が他の部位をどう制御しているかをみる研究です。

ブレイン－マシン・インタフェースにつながる成果
　こうした研究を通じて、脳の中で高次機能が働いている時には、どう
いう神経細胞の電気的活動が生じるかが分かってきました。目に見えな
い心の働きが見えるようになると、脳の電気的活動をみればその人が何
を望んでいるかが分かります。これは脳の神経活動で機械を操作するブ
レイン－マシン・インタフェースの開発にもつながります。つまり、脊椎
損傷やALSなどの難病の患者さんの脳の電気活動を読み取ることで、食
事の介助をしたり、ロボットスーツで歩行を支援したりすることが可能に
なるのです。

明確な問題意識を持って脳研究を目指そう
　私は学生時代より心理学を専攻してきましたが、理論よりも実験にシ
フトして、現在の心を科学する脳の研究に行きつきました。この研究を通
じて、70年ほど前にカナダの心理学者が仮定した情報を表現する神経
細胞集団「セル・アッセンブリ」の実体を明らかにしつつあります。また、
ブレイン－マシン・インタフェースに関しては、実用的に機械を動かすた
めに脳の活動そのものをかなり自由に変えられるという実験結果を得るこ
ともできました。
　私たちの神経回路情報伝達機構部門には、私と2人の准教授の下に
4年生3人と2年生2人の大学院生がいます。私は基本的に本人にテー
マを決めさせ、取り組んでもらっています。これから脳科学研究科を目指
す学生には、何となく面白そうだというあいまいな気持ちでなく、何が知
りたいのかという明確な問題意識を持って入ってきてほしいと思います。

イオンチャネルの機能解明に挑戦する
　私たちは、脳における情報処理の仕組みの理解につながると考え、イ
オンチャネルの働きを解明する研究を行っています。脳の神経細胞は、
基本的に電気信号を使って情報処理を行っています。その電気信号をつ
くるのがイオンチャネルなのです。たくさんのイオンチャネルが様々な電
気信号をつくっているのですが、それぞれが電気信号にどう関わっている
かはまだ分かっていません。また、このメカニズムのどこに異常が生じると、
てんかんなどの異常な電気信号発生を伴う神経疾患につながるのかも明
らかではありません。
　脳の神経細胞には多様なイオンチャネルが発現していますが、私の部
門では、まずカリウムチャネルに注目しています。カリウムチャネルはイオ
ンチャネルの中で最も種類が多く、少なくとも25種類が様々な神経細胞
に発現しています。私たちは、電気生理学や分子イメージングの手法を
使って、特性の異なるカリウムチャネルがどのように神経細胞の電気的活
動を制御しているのかを明らかにしようとしています。

神経疾患や制御・行動との関わりを解析
　遺伝性の疾患に関してはカリウムチャネルが関わっているものが多いの
です。私が長年研究してきたイオンチャネルの1つが遺伝性のてんかんや
統合失調症にまで関係があることが国内外のグループから、最近報告さ
れました。私たちは、このような神経疾患において、カリウムチャネルが
どのように関与するのかを明らかにして、治療法の開発に貢献していきた
いと考えています。
　もう1つの目標は、イオンチャネルによる神経細胞の制御がどのように
動物の行動を決定しているかを解明することです。例えば、私たちは遺
伝子改変モデルを使って、睡眠と覚醒の制御に関わるイオンチャネルを
見つけ出しました。マウスからそのチャネルを取り除いてやると、睡眠を

妨げることなく、覚醒する時間が長く、覚醒の度合いも高くなったのです。
　私たちはもう1つ、イオンチャネルの振り分けの問題にも関心を持って
います。神経細胞は非常に大きな細胞で、分子1個が1メートルにも達
するものがあります。ところが、神経細胞はイオンチャネルをちゃんと振
り分けて、特定の場所にだけ必要なイオンチャネルを配置しているのです。
このメカニズムが壊れると、神経疾患につながる場合もありますので、イ
オンチャネルに蛍光分子をつけて可視化し、最先端の分子イメージング
の方法を使って解析を進めています。

知的好奇心の持ち主と一緒に研究したい
　私は元々、文学部心理学科の出身ですが、脳や神経細胞に興味がシ
フトして、大学院からは生命科学を専門に学びました。大学院修了後の
ポスドク時代にカルフォルニア大学の研究室で研究員として働いた経験が
大きな転機になりました。そこで出会ったイオンチャネルが私の大きな研
究テーマになったのです。
　私たちのチャネル病態生理部門には、私と准教授、助教の2人のスタッ
フがいて、3人の大学院生を教育しています。大学院生たちは1人はイ
オンチャネルと小脳の運動制御の研究をやっていますが、後の2人はア
ルツハイマー病を研究しています。イオンチャネルとは異なった領域です
が、どちらも脳機能の問題ですし、幅広く多様な研究に取り組むのはい
いことだと思っています。
　これから脳科学研究科を目指す皆さんに求めるもの、期待するものは
知的好奇心ですね。脳科学研究科は学内外の交流も盛んなので、その
中で具体的な研究テーマを決めるためのヒントを見つけることができるで
しょう。私自身もデンマークや米国、オーストリアなど海外との共同研究
のネットワークをたくさんもっていますので、そのつながりを活用してもら
うこともできると思います。

　本研究科では、分子細胞脳科学・システム
脳科学・病態脳科学の３分野にわたる８部門
を配置し、各部門の教員が密度の高い教育・
研究指導を行っています。
　ここでは、脳科学研究科専任教員２名の研究
内容と大学院教育に対する考えを紹介します。
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脳科学をテーマにさまざまな角度から研究に取り組む大学院生たちに入学のきっかけや
脳科学研究科の魅力などについて語ってもらいました。

脳科学研究科を選んだ理由、
きっかけは何ですか。
中野　小学生の頃、母が脊髄小脳変性症を発症しました。小脳などの
神経細胞が徐々に破壊され、機能が消失していく特定疾患です。脳の働
きに興味を持ったのは、母の病気がきっかけでした。大学では経済学を
学んだのですが、雑誌の記事で同志社大学大学院に脳科学研究科がで
きたことを知り、本格的に脳の疾患について研究したいと思ったのがきっ
かけです。

岩田　学部時代は本学生命医科学部で工学系の分野を専門に学んでい

たのですが、高校時代の進路について考えていた時期に祖父がアルツハ
イマー病になったこともあり、一貫して脳の病気についても興味をもって
いました。ある時、学内で入試説明会の看板を見て、本研究科のことを
知りました。将来も研究を続けたいと考えた時に5年一貫制博士課程で
あるのも魅力的でした。

吉永　大学時代は理学部生命科学科で、タンパク質の構造について学
んでいました。同じ学科にいた同級生が脳科学研究科の入試説明会に行
くというので、軽い気持ちでついて行ったのがきっかけです。私の祖父も
若年性のアルツハイマー病でしたので、脳の病気について研究している大
学院であるというのがとても印象的でした。いろいろ話を聞いているうち
に、自分が学んできたタンパク質の構造と脳疾患の関係性について別の
角度から研究してみたいとの思いが強くなっていきました。

現在、どのような研究に取り組んでいますか。
岩田　私の研究対象は、神経細胞の微小管関連タンパク質である
MAP2とタウタンパク質です。MAP2は樹状突起、タウは軸索に特異的
に局在して、微小管を安定させる役割を持っています。しかし同じ様な機
能を持ちながらも微小管への結合パターンが異なっています。その意味
やメカニズムを解明したいと考えています。

吉永　パーキンソン病やアルツハイマー病などの神経変性疾患は、タン
パクの凝集パターンが異なるという所見があります。私は、そのタンパク
質の構造と病態の違いについて、実験で培養細胞の系を用いて研究して

います。タンパク質の凝集パターンが分かれば、どんな病気なのか、あ
るいは正常なのかが分かります。この研究成果がまずは診断に使えれば
いいなと考えていますが、将来的には病気になる可能性が高いケースの
予見や判別などにも応用できる可能性があると思います。

中野　神経細胞の投射について研究しています。神経細胞は別の神経
細胞に軸索を伸ばし、神経伝達物質を放出して情報を伝えています。と
ころが、どの脳部位の神経細胞がどの脳部位の神経細胞に投射している

かはよく分かっていないことが多いのです。例えばパーキンソン病におけ
る運動障害は、黒質緻密部という神経核の神経細胞の脱落により発症す
るのですが、投射経路が分からないと、さまざまな症状の原因が解明で
きないのです。治療や症状の改善につながる研究ですので、ぜひ成果を
出したいと思っています。

ここで研究したことを将来
どう生かしたいと考えていますか。
吉永　ここでさまざまな実験を行うことで、知識や技術が身につき、基
礎的な実験はこなせるようになってきています。引き続き、研鑽を積み、
将来は食品メーカー、製薬メーカー等の研究所の研究員になりたいと
思っています。食品、薬などの開発を通して、誰かを助けることができる
ような研究者になりたいと思っています。

中野　博士課程を修了したら、大学か研究機関に就職して、基礎研究
者として研究を続けたいと考えています。現在の研究テーマを継続するこ
とで、今持っている技術でできる研究領域は広がっていくと思います。研
究活動を通じて、実際に脳の機能疾患で困っている人たちの役に立ちた
いと考えています。

岩田　私も将来は、どこかの研究機関で研究を続けていきたいと考えて
います。アルツハイマー病がきっかけで脳の研究を始めたこともあり、脳
の病気を研究テーマとすることに以前は固執していましたが、最近は研
究テーマは柔軟に変わってもいいと思っています。病気の人のために役に
立つ研究を続けたいです。

脳科学研究科の魅力など
未来の後輩に対するメッセージをお願いします。
岩田　少人数で先生との距離が近いのが魅力ですね。研究テーマにつ
いて自分が悩んでいる時も適切なアドバイスをもらえます。それと修士が
終わったら博士課程というのではなくて、5年一貫制なので集中して博士
号を目指して、勉強に打ち込める環境だと思います。研究職を目指す人
は脳科学研究科を進路の選択肢の1つとしても良いのではと思います。

吉永　私も先生との距離が近いところが良いと思います。他の部門の先
生とも気軽に話ができて、常に新しい何かを手に入れられると感じていま
す。モチベーションが上がる研究環境ですね。それと5年間の学費相当

の奨学金給付制度があるのがとても有り難いです。学費のことを心配せ
ずに、研究に打ち込めるので助かっています。

中野　脳科学研究科は、教授陣にすごく面白い先生方がそろっているの
も魅力ですね。また、2年次の秋学期にQE（Qualifying Examination）
で所属部門以外の3人の部門長に審査を受けるのですが、審査員の先
生方の指摘にとても刺激を受けました。ディスカッションでは、新しい気
づきがたくさんあり、自分の研究を深化させるとてもいい機会でした。脳
について研究してみたい人は、ぜひ脳科学研究科に来てほしいですね。

中野 泰岳さん
4年次生

神経回路形態部門
（藤山研究室）

「運動系皮質─基底核─
視床回路の解明」

岩田 実里さん
3年次生

チャネル病態生理部門
（御園生研究室）
「タウタンパク質の
機能制御メカニズム

の解明」

吉永 早希さん
2年次生

認知記憶加齢部門
（貫名研究室）

「神経変性疾患の
原因タンパク質の
生化学的解析」

■5年間の学費相当の奨学金 とは…
入学時32歳未満（転入学時34歳未満）の大学院学生に対して、5年間（転入学者は3年間）を上限に学費（入
学金（初年度のみ）、授業料、教育充実費、実験実習料）相当として給付される「同志社大学大学院脳科学研究科
特別奨学金」のことである。

■QE（Qualifying Examination）とは…
QEは、学位研究を自ら立案し、遂行していく力が学生に備わっているかを3名の部門長（所属部門長は含まない）
により構成されるQE committeeによって審査する場である。原則として2年次の秋学期に実施される。

※学年は取材当時


