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Program

開会の挨拶
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13:00～
13:10 日仏生物学会会長・東北大学名誉教授

仲村 春和

仲村 春和

浜崎 浩子
海部 知則

前川 文彦

Obésité: la faute à nos gènes et/ou à notre environnement ?
13:10～
13:50 スイス・ローザンヌ大学

Luc Pellerin

脊椎動物の脳の領域はいかにして決定されるか13:50～
14:20 日仏生物学会会長・東北大学名誉教授

仲村 春和

大脳皮質神経回路形成におけるCa2+ 依存的リン酸化の役割
14:20～
14:50 日仏生物学会幹事・東京大学教授

尾藤 晴彦

柔軟に発達する幼児の脳の謎を追って
15:10～
15:40 日仏生物学会幹事・北里大学教授

浜崎 浩子

分子のふるまいから読み解く、脳のしくみ
15:40～
16:10 JST さきがけ 専任研究者

坂内 博子

発達期の環境とこころの発達 ～有害化学物質から子どもを守る基礎研究～
16:10～
16:30 日仏生物学会幹事・国立環境研究所主任研究員

前川 文彦

閉会の挨拶
16:30～
16:40 日仏生物学会幹事・国立環境研究所主任研究員

前川 文彦

コーヒーブレイク（20 分）
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スイス・ローザンヌ大学 Luc Pellerin 博士を日仏会館・日
仏学者交換事業で招聘するにあたって、この度、日仏生物
学会の主催で一般公開シンポジウムを開催することとなり
ました。脳とエネルギー代謝に関する研究の世界的な権威
である Pellerin 博士に研究の最新情報を披露いただくと
ともに、脳の発生・発達に関わる研究を行っている日仏生
物学会の会員を中心とした講演者から、神経科学の最新の
知見をお聞きいただき、日仏生物学会の活動をより多くの
皆様に知っていただければと考えて、このシンポジウムを
企画しました。本日は、限られた時間ではありますが、最
先端の研究講演をお楽しみいただければ幸いです。最後に
なりましたが、このシンポジウムの開催に際して、多大な
ご協力をいただいた日仏会館の皆様に心より御礼申し上げ
ます。
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脊椎動物の脳の領域はいかにして
決定されるか

東北大学　仲村春和

　私たちの脳は大脳、中脳、小脳、橋、延髄などの領域に分かれ、それぞれが特異的な構造をとり、特
異的な機能を営みます。しかし発生の過程では、神経板という一枚の板が神経管という管に変わり、そ
の管の前方で前脳胞、中脳胞、菱脳胞という3つの膨らみができ、さらに前脳胞は終脳胞と間脳胞に分か
れ、菱脳胞は後脳胞と髄脳胞に分かれ、その5つの脳胞が脳の基本プランとなって複雑な脳が作られてい
きます。この一枚の板、一本の管からどのようにして、異なった構造を持つ領域が形成されるかという
事について、古くから研究が行われてきました。最近、脳の領域の運命は転写因子と呼ばれる遺伝子群
の発現の組み合わせによって決まる事が明らかになりました。領域と領域の境界部にはシグナル分子を
産生してその近くの神経管の運命を決定する部域が存在します。すなわち、前脳前端と中脳後脳境界部
にはFgf8というシグナル分子が発現しており、このFgf8はその近くの転写因子の発現を制御し、2次的な
オーガナイザーとして働きます。
　本講演では主に中脳と後脳の運命がどのようにして決まるかということをお話しします。発生の非常
に早い段階から中脳より頭方ではOtx2、後方ではGbx2という転写因子が発現しています。その境界部に
Gbx2の発現と重複してFgf8の発現が誘導されます。Otx2の発現している領域にはEn1, Pax2という転写
因子の発現が誘導され、Otx2, En1, Pax2が発現している領域が中脳として分化します。Fgf8はGbx2と重
複して発現していますが、ここではFgf8の強いシグナルをうけて、Ras-ERKシグナル経路が活性化さ
れ、後脳として分化します。後脳には小脳、橋、峡部などが構築されます。後脳に接している中脳も強
いFgf8シグナルを受けるはずですが、Otx2が発現しているためにRas-ERK経路は活性化されません。さ
らにERKによってPea3という転写因子の発現が誘導され、峡部という滑車神経核の存在する領域ができ
ることがわかりました。このように、おなじFgf8シグナルでもGbx2の発現しているところではRas-ERK
経路が活性化され後脳として分化させ、Otx2の発現しているところではEn1、Pax2の発現を誘導して中
脳として分化させます。

2010-2012 Director ad interim, Department of Physiology, University of Lausanne
2008-         Associate Professor, Department of Physiology, University of Lausanne
2005-2008 Privat-Docent,  Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne
2000-2008 Maître d’enseignement et de recherche (Assistant Professor)
                  Institute of Physiology, University of Lausanne
1997-2000 Maître-assistant (Lecturer), Institute of Physiology, University of Lausanne
1994-1997 Premier assistant (Research assistant),  Institute of Physiology, University of Lausanne
1991-1994 Assistant diplômé (Postdoctoral fellow), Institute of Physiology, University of Lausanne

Positions held and academic titles

1991 Doctor of Philosophy (PhD) degree in Biochemistry from McGill University, Montréal, Canada
1985 Baccalauréat ès Sciences en Biochimie (B.Sc.), Université Laval, Québec, Canada
1982 Diplôme d'études collégiales en Sciences (D.E.C.), C.E.G.E.P. de Trois-Rivières, Canada
1980 Diplôme d'études secondaires (D.E.S), Séminaire St-Joseph, Trois-Rivières, Canada

Studies 沖縄県出身　　　
昭和46年12月京都大学理学部卒業生物系
昭和47年１月京都府立医科大学助手（解剖学）
昭和52年４月広島大学医学部助手（解剖学）、54年４月講師、58年助教授
昭和63年９月京都府立医科大学教授（生物学）
平成５年３月東北大学加齢医学研究所教授（分子神経研究分野）
平成13年4月東北大学大学院生命科学研究科教授（脳構築分野）
平成25年3月定年退職
平成25年4月東北大学名誉教授

平成17年-現在　日本発生生物学会機関誌 Development, Growth Differenitation　編集主幹
平成25年-現在　日仏生物学会長

留学：
1979年８月ー1980年９月　フランス政府給費留学生
　国立発生学研究所に留学（Le Douarin教授の下で神経堤細胞の移動・分化の研究）
1987年９月ー1988年６月　文部省長期在外研究員
　セントルイスのワシントン大学に滞在（Dennis O'Leary教授と網膜視蓋投射の研究）

Département de Physiologie 
Université de Lausanne, Suisse

Luc Pellerin

 Face à l’augmentation du surpoids et de l’obésité, que l’on peut qualifier de véritable épidémie
 mondiale, pouvons-nous en identifier la cause ? A-t-elle une origine génétique ou dépend-elle
 de nos habitudes de vie ? Ou les deux ? En effet, bien qu’il existe des gènes identifiés comme 
 celui de la leptine pour lesquels des mutations entraînent directement une forme d’obésité, 
 ces cas ne représentent qu’une fraction mineure et ne peuvent pas expliquer la progression actuelle.
 Cependant, d’autres gènes pourraient donner lieu à une prédisposition au développement
 de l’obésité lorsque nous sommes exposés à un environnement propice. C’est le cas du gène 
 codant pour le transporteur aux monocarboxylates MCT1 que l’on retrouve exprimé dans différents
 organes dont le cerveau. Il semble que le produit de ce gène au niveau d’une région spécifique
 du cerveau qu’on appelle l’hypothalamus jouerait un rôle essentiel dans la détection des nutriments, 
 et notamment de ce qu’on appelle les corps cétoniques qui dérivent du métabolisme des graisses. 
 Notre alimentation pourrait donc être un facteur essentiel mais les approches purement 
 nutritionnelles pour enrayer la progression de l’obésité ont échouées pour l’instant. Il faut donc
 se tourner vers des approches plus globales, incluant des changements dans nos habitudes de vie,
 notamment touchant à nos activités physiques quotidiennes.

  Obésité: la faute à nos gènes　　　　   et/ou à notre environnement ?
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東京大学　尾藤晴彦 北里大学　浜崎浩子

東京生まれ         
1993 年    東京大学大学院医学系研究科　修了　博士（医学）
1993 年　スタンフォード大学医学研究科Beckman 分子遺伝医学研究所　常勤研究員　 　　　　　　　　　　
1997  年　京都大学大学院医学研究科　神経細胞薬理学教室　助手
1998 年　　同　                    講師
2003  年　東京大学大学院医学系研究科　神経生化学分野　   助教授（教室主任）
2007 年　東京大学大学院医学系研究科　神経生化学分野　   准教授（教室主任） 
2013 年　東京大学大学院医学系研究科　神経生化学分野　   教授   

1976-1980 におけるパリのリセ在学を原体験に、記憶の基盤となる
神経回路解明を目指しています。 

  胎生期のシナプス形成に先立ち、多様な生理活性分子・成長因子が放出さ
れ、さらに神経伝達物質の自発的放出も引き起こされる。その結果、細胞骨格
動員が協調的に生じ、細胞内外のシグナル伝達機構を介して細胞移動や軸索・
樹状突起伸展を誘導・制御すると考えられているが、その実体は不明である。
大脳皮質II/III層錐体細胞は、脳室周囲から放射状細胞移動を終えた後、樹状突
起・軸索を発達させ、脳梁投射軸索を形成する。CaMKK-CaMKIalpha経路の
関与を解明するため、子宮内電気穿孔法によりCaMKIalphaをRNAiしたとこ
ろ、対側皮質への脳梁投射が特徴的に障害された。さらに、神経細胞移動に
も、同酵素が重要な役割を担うことを見出した。
  このように、CaMKK-CaMKIalphaカスケードは、シナプス形成に先立つ
脳発達期において、多様な刺激の下流で活性化され、神経回路形成を調節する
機能を担うことが示唆された。この講演では、発生期のカルシウムシグナリン
グに焦点を当て、その重要性について最近の知見を紹介したい。

大脳皮質神経回路形成における
Ca2+ 依存的リン酸化の役割 柔軟に発達する幼児の脳の謎を追って

　幼い子は成長するにつれてどんどん言葉を覚え、やがて会話ができるように
なっていきます。様々なことをすぐに覚え、理解できるようになってい
く・・・このような幼児の成長には、眼を見張るものがあります。しかし残念
なことに、すぐに覚えることができるといった素晴らしい能力は、大人になっ
ていくとともにだんだんと低くなっていきます。幼児の脳には、このような能
力が発揮できるための「何か」があるはずですが、脳を作る個々の細胞の発達
と、その細胞たちが作り出す神経のネットワークの発達にその秘密が隠されて
います。この秘密を詳しく探るためには、動物のモデルが必要です。ある種類
の鳥類のヒナでは、孵化後すぐに親鳥の姿や鳴き声を覚え、親鳥の後をついて
行く、という刷込み行動を見せます。ところが、この刷込み行動は、孵化後1週
間以上経ったヒナには新たには起きないので、この鳥類の脳のある領域は、孵
化後1週間以内には柔軟に発達できることを示唆しています。私たちは、この刷
込み行動を行える脳と行えない脳、つまり柔軟な時期のヒナの脳ともはや柔軟
で無くなった脳、の違いを調べることで、幼児期の脳が柔軟に発達できるしく
みを調べています。このしくみを担う脳の神経ネットワークの柔軟な発達、そ
れを支える神経細胞の発達について、紹介したいと思います。

東京都生まれ
1982 年 3月　早稲田大学教育学部理学科卒業
1988 年 3月　上智大学理工学研究科にて理学博士号取得
1989 年 3月　パリ第 13 大学 (Université Paris-Nord) にて博士号取得
1984 年 9月～ 1989 年 3月　CNRS 及び Collège de France 附属　発生生物学研究所に留学
1989 年 4月　日本学術振興会特別研究員として千葉大学に所属
1990 年 4月　早稲田大学人間科学部基礎科学科助手
1993 年 4月　国立精神神経センター神経研究所　ポスドク研究員
1997 年 4月　東京都精神医学総合研究所　ポスドク研究員
1998 年 11 月  東京医科歯科大学難治疾患研究所分子神経科学　助教授
2009 年 4月～北里大学一般教育部・大学院医療系研究科　教授
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JST さきがけ 専任研究者 坂内博子 国立環境研究所　前川文彦

分子のふるまいから読み解く、脳のしくみ

体重の２％を占める脳は、感覚、思考、運動を司り、記憶・学習を担う、人間
活動の基盤ともいえる器官です。 膨大な情報処理を行う脳は、よくコンピュー
タに例えられます。しかし、出荷されてからずっと同じ部品で働くコンピュー
タに対し、脳を作っている脂質やタンパク質は有機物で、金属のように長い間
同じ性質を保つことができません。部品が一生を通じて常に入れ替わっている
という点で、脳とコンピュータは大きく異なります。 常に部品が入れ替わって
いるなかで、どのように脳という構造が保たれ、記憶・学習・思考といった高
次の機能を果たすことができるのか？　ここでは、１個１個の分子のふるまい
を「見る」ことで、その秘密に迫る脳研究をご紹介します。半導体量子ドット
を用いた研究によって、分子のふるまいが細胞のなかで巧みに制御されている
こと、記憶・学習や脳神経疾患に大きくかかわっていることが明らかになって
きました。分子１個の動きを見る方法も、詳しくご紹介します。

山口県生まれ。
東京大学大学院で博士号取得。専門は生物物理学、神経科学。
理化学研究所BSI研究員、2005~2007 École Normale Supérieure, Parisにてポスドク研究員として
在外研究、JSPS特別研究員、理研基礎科学特別研究員、名古屋大学特任講師などを経て、
2016年より現職。

2008年日本生物物理学会奨励賞、2013年日本神経科学学会奨励賞。
好きな本：推理小説、Le Petit Prince

岡山県生まれ
1999年3月       早稲田大学大学院人間科学研究科生命科学専攻　博士課程 修了
1999年5月       名古屋大学農学国際教育協力研究センター講師（研究機関研究員）
2000年4月       日本学術振興会特別研究員（PD）（東京医科歯科大学難治疾患研究所）  
2003年7月
～2010年3月　自治医科大学　医学部生理学講座　ポスト・ドクター、助手、助教
2010年4月～   国立環境研究所　主任研究員
2016年4月～　埼玉大学大学院理工学研究科　連携准教授

留学：上原記念生命科学財団及び鈴木万平糖尿病学国際交流財団のフェローシップにより、
　　　2005年9月～2008年8月 スイス・ローザンヌ大学生理学研究所 ポスト・ドクター

発達期の環境とこころの発達　
～有害化学物質から子どもを守る基礎研究～

　自然環境中には様々な化学物質が含まれており、ヒトを含む生物は全て、それ
らの化学物質の影響を受けつつ暮らしています。また、自然界の物質に加え、ヒ
トは自らが新たな化学物質を作り出し、豊かな社会の構築に役立てています。そ
の結果、環境中に存在する化学物質の種類は飛躍的に増加していますが、その全
ての化学物質の安全性が確かめられているわけではありません。現在、環境要因
に起因して精神疾患の発症率が増加している可能性が危惧されており、原因の一
部は有害化学物質曝露の影響を反映しているのではないかと考えられています。
特に、胎児期や新生児期など発達期の子供の脳は環境要因の影響を受けやすいの
で、有害な化学物質の曝露が子供の脳の発達に影響を与えないように注意深く監
視していく必要があります。
　　私たちは、胎仔期～幼仔期の動物に化学物質を投与し行動異常を検出するこ
とで化学物質の発達神経毒性を評価する実験を行い、こころの発達に影響する環
境要因を見出す研究を行っており、この講演ではその取り組みの一端をご紹介さ
せていただきます。
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日仏生物学会のご紹介 歴代会長

日仏生物学会 入会のご案内

第一代　長与　又郎　　（東京大学伝染病研究所教授、所長、東京大学総長）
１９３２年（昭和７年）１０月４日～１９４５年（昭和２０年）１２月３１日

第二代　長谷川　秀治　（東京大学伝染病研究所教授、所長）
１９４６年（昭和２１）年１月１日～１９７６年（昭和５２年）１２月３１日

第三代　長野　泰一　　（東京大学伝染病研究所、医科学研究所教授、所長）
１９７７年（昭和５２年）１月１日～１９８６年（昭和６１年）１２月３１日

第四代　水野　丈夫　　（東京大学理学部教授、帝京大学教授）
１９８７年（昭和６２年）１月１日～２００２年（平成１３年）１２月３１日

第五代　八杉　貞雄　　（首都大学東京教授、帝京平成大学教授、京都産業大学教授）
２００２年　（平成１４年）1月1日～２０１２年（平成２４年）１２月３１日

第六代　仲村　春和　　（東北大学教授）
２０１３年　（平成２５年）１月１日～　任期は２０１８年１２月３１日まで

欧文名：Société Franco-Japonaise de Biologie
設立：昭和7年10月4日
創設経緯・沿革：昭和4年に当時日仏会館館長として来日していた
Blaringhem教授を中心に日仏生物学会創設の動きが始まり、昭和7年に
発足。これは日仏会館関連学会として最初の学会である。その後ほぼ定
期的に年2回の例会を持ち、今日に至っている。
目的：日仏生物学者の友好と連絡をはかり、わが国の生物学に関する
研究実績をパリの生物学会誌に発表して、広く世界各国に紹介する。
集会：例会（2回／年）
国内学術連合体への加入：日仏関連諸学会
刊行物：【日仏生物学会誌】 ISSN/ISBN（冊子）：0081-1106 
発行数：1回／年 200部／回
国際学術団体への加入：フランス生物学会【事務局所在国】 フランス
ホームページ：https://sfjb2013.wordpress.com

事務局までメールでお問い合わせください。
入会申込書を添付したメールを送信いたします。
年会費は2,000円（学生は会費不要）です。

事務局: 海部　知則    
東北医科薬科大学　医学部　免疫学
宮城県仙台市青葉区小松島4-4-1
email: kaifu@tohoku-mpu.ac.jp


