出張報告書
先進理工学研究科 電気・情報生命専攻 柴田研究室 修士 1 年 佐々木啓佑
・滞在期間：2017 年 9 月 15 日～2017 年 10 月 17 日(日本時間)
・滞在大学：University of California Los Angeles
・滞在先研究室名：Laboratory of Circadian and Sleep Medicine
・ホスト名：Christopher S Colwell
9/15
UCLA で指導していただく Christina とそのラボのメンバーに会い、互いに自己紹介を行った。そ
の後、今後の予定について Christina と話し合った。大学構内は非常に広大で、車道が普通に通っ
ていた。宿は民泊を利用したのだが、広く快適であり、ホストの方も良い人だったので気兼ねなく
暮らせると思った。

9/16
Christina から渡された脳の神経疾患に関するレビューを読んだ。その後ウェストウッド周辺を観
光した。上裸で自転車をこいでいる人、スケートボードで爆走している人、昼間からバーで飲んで
いる人などを見かけ、自由かつ活気のある印象を受けた。また、完全に主観ではあるが、時間が非
常にゆっくりと流れている様に感じた。
9/17
Christina から渡された脳の神経疾患に関するレビューを読んだ。その後 Chris Lab のメンバーと
海に行った。やはりネイティブ同士の会話スピードに入っていくのは難しく感じた。ただこちらが
話す時はこちらの目を見てせかさず理解しようとしてくれたため、負い目などは感じずにビーチを
楽しむことができた。

9/18
Chris のラボのメンバーに会い、互いに自己紹介をした。ハンチントンモデルマウスの筋機能につ
いて研究をしているポスドクの方とディスカッションを行った。
その後、心臓スライスを HE 染色するための下準備、および脳スライスのマイクログリアに局在す
る Iba, MHCⅡの免疫染色の初日の行程を見学し、理解を深めた。実験方法としては比較的容易で
あり、自分も必要となれば柴田研で実験可能だと判断できた。また研究室は整理整頓が徹底されて
おり、ラボコートや実験手袋の着用範囲などが厳しく設定されてあって、見習うべきであると感じ
た。

9/19
前日準備していた HE 染色の本行程を見学した。その後前日の免疫染色の 2 日目の行程を見学し、
理解を深めた。また。免疫染色の行程の一部である脳スライスの free flow mounting を練習した。
操作にはある程度コツが必要であり、ノウハウを学べたのは良い経験であった。
9/20
脳スライスの蛍光免疫染色の標本の画像撮影を見学した。わずか 50um の薄さの中でも、手前にあ
るものと奥に存在する細胞があるため、1um ずつ焦点を変えて撮影した画像を重ね合わせて最終
的な画像を作成していた。また、解像度の確保のため、ブロックごとに分けて撮影し、それも重ね
合わせて一つの画像にしていた。その後、新修士 1 年生の歓迎会が開催されていたので、それに参
加させてもらい、同年代の人々と交流を深めた。主に会話は学校のカリキュラムの内容だったので
あまり楽しくはなかったが、とにかく全員よく喋るなと思った。
9/21
常温条件下で行う脳スライス作成のためのバイブレトームの操作を見学した。免疫染色でタンパク
質を利用する場合などの凍結を避けたい場合では常温でスライス生成が可能であることを学んだ。
9/22
ラボに人がいなかったため日本での自分の研究に必要な先行研究や神経学の知識を勉強した。また、
UCLA は早稲田大学よりも論文のアクセス権限が良いため、いままで本文が取得できなかった論文
をダウンロードした。早稲田の生物系論文に対するアクセスは完ぺきとは言えないので、大学の今
後に期待したいところである。
9/23
22 日にダウンロードした論文を読んだ。その後ゲッティセンターに行った。庭園などの内装が素晴
らしく、美術品もそろっていたので非常に満足できたが、なんでも富豪のゲッティ氏が私財で建て
た美術館で、入場料が無料というスケールの大きさに驚かされた。

9/24
23 日に読んだ論文の要旨を作成した。その後サンタモニカを訪れた。滞在地から比較的遠かった
が、バス環境が充実しているため安易・安価にたどり着けた。やはりここでも時間が非常にゆっく
りと流れており、リラックスすることができた。関東に住んでいるとなかなか夕陽が水平線に沈む
の見る機会はないため、サンタモニカのサンセットは圧巻であった。

9/25
15%スクロース水に保存した練習用の脳サンプルをクライオスタットで 30um 片のスライスを行
った。カットした後のスライスをいかに皺なくマウントするかが重要であることを理解し、その技
術を会得した。TWIns にあるクライオスタットも同様の形式なので、日本に帰ってもそのまま使
える技術だと思った。
9/26
前日にスライスした脳切片のニッスル染色を行った。染色も重要だが、その前行程でしっかりと乾
燥させることが重要であると身をもって理解できた。柴田研のプロトコルよりも 2 倍ほど行程が長
かったので、各操作の意味を質問し、照らし合わせを行った。おそらく画像解析などに用いる場合
はこちらのラボのプロトコルが良いであろうが、SCN の存在を確認するだけなら柴田研のプロト
コルで問題ないだろうと思われた。カバーグラスでの被覆まで終わらせ、数日間重しをのせて乾か
すこととした。
9/27
脳のバイブラトームによるスライス作成を行った。非常に多くのスライスを作成するため、全サン
プルを終わらすのには何日もかかるらしい。
9/28
Chris のラボへ行き、ハンチントンモデルの筋機能に関する先行研究といままで得られたデータを
見せてもらい、今後の予定についてディスカッションを行った。非常によく話す方で、気付いたら
3 時間くらい経っていた。経歴を聞いたところ、軍隊に所属していたり楽器奏者だったり NPO を
やっていたりと中々日本のポスドクにはいないような方で、そういう人生もあるのだなと刺激にな
った。その後、脳スライスの 1 細胞の電位を測定する電気生理について説明してもらった。
9/29
こちらのラボでのマウスの飼育環境や、用いている実験器具を見学させてもらった。その後、睡眠
測定に使う道具一式とそのセッティング、及び原理や注意点を説明してもらった。赤外線カメラさ
え買えば柴田研にも導入可能だと感じ、睡眠を研究している柴田研のメンバーにアドバイスできる
と思った。さらに、ドライブ上で共通管理しているマウスの飼育状況やプロジェクトの進行状況な
どをまとめたシステムを見せてもらった。これにより同僚のプロジェクトから譲ってもらえそうな
サンプルがあるかどうかや、過去の実験の詳細が調べられるため、有意義なシステムで柴田研も導
入を検討するべきだと思った。その後、ハリウッドのクラブに連れていっていただき、凄まじい経
験ができた。
9/30
日本での今後の実験に必要な文献検索を行った。その後、USH のハロウィンナイトを楽しんだ。
テーマパーク全体がスリラーに演出されており、臨場感が楽しめた。
10/1
前日に検索した文献をピックアップしてパワポにまとめ、日本のスタッフの方とメールでディスカ
ッションを行った。その後空軍のエアーショーを見に行った。会場は多くの人で賑わっており、ア
メリカ人にとっては軍という存在が身近なものなのだなと感じた。また、軍隊の方からも、市民に

還元していこうという意思が感じられた。

10/2
乾かしていた脳のスライドを取り出し、顕微鏡で観察及び画像撮影を行った。撮影した画像を解析
する際に染色がいかにきれいに出来ているかが重要であることを理解し、画像の鮮明さには主にス
ライドへのマウントと、染色・分別の時間が関わってくることを学んだ。
10/3
前日に撮影した画像を Cristina に見ていただき、アドバイスをもらった。また、SCN の見分け方、
及び Axio Vision を用いて SCN の断面積を計測する手法を教えてもらった。その後 Journal club
という、メンバーが選んできた論文を全員で精読し、ディスカッションを行う会に参加した。場の
雰囲気や進行具合は柴田研究室で行っているものと大差なかったが、円卓で行うのは良い案だと思
った。
10/4
前回得られた反省点を元に、再びクライオスタットを用いた脳スライスの作成を行った。作業時間
の短縮とより皺の無いマウントが実現できた。その後長期記憶に携わる神経物質に関するシンポジ
ウムを聴講した。声がこもっていて正直半分くらい理解できなかったが、講演後の質疑応答は非常
に活発であった。
10/5
ラボのメンバーが TA を行っている院生の授業に潜入させてもらい聴講した。講義中生徒が積極的
に質問をする姿が見受けられた。質問をするのは限られた生徒のみであったが、授業を遮ったり、
初歩的な質問をしたりすることを歓迎する空気は素晴らしいと思った。その後、ラボにあったマウ
ス解剖学書を読み、日本での自分の実験に必要な情報を集めた。
10/6
二日前に作成したスライスを用いてニッスル染色を行った。前回のバックグラウンドが濃すぎたと
いう問題と、いくつかのスライスが染色中に遊離してしまった問題を鑑みて、分別時間を 25 分か
ら 45 分に増やし、染色前の乾燥時間を長くとり染色中はより慎重にスライドを取り扱うという対
策を講じた。結果、スライスは一枚も遊離しなかった。分別時間については後日顕微鏡で観察して
考察することとした。
10/7
自分の実験に必要な文献を検索し精読した。その後ハリウッドを観光した。丁度よい小銭を持って
いなかったためバスに乗車できず、7km 近く歩く羽目になった。地図を見た感じでは歩けそうな印
象を受けたのだが、やはり道や建物が日本よりも大きいため、距離感を誤ってしまった。

10/8
前日に読んだ論文をまとめた。その後ベニスビーチまでの道のりをサイクリングした。道沿いのカ
フェでお酒の楽しむことができ、そこら中で曲を演奏している人たちがいるので楽しく、リフレッ
シュできる空間であった。総じてビーチ周辺は時間がゆったりしていると思う。

10/9
ニッスル染色した脳スライスを顕微鏡で観察し、画像撮影を行った。結果、前回と比べてバックが
ラウンドは白くなっていたが、SCN 部分も少し色が薄くなっており、分別時間は 35 分程度が良い
のではないかと思われた。とは言え、前回に比べればきれいな画像が取得できた。
10/10
前日取得した画像を解析し、
SCN のトレースを行った。
一見すると SCN の境界はあいまいなので、
正確にトレースできるようになるには練習が必要であると感じた。境界が分かりづらいときは出版
されている Brain Map を参考にしたり、前後のスライスと比較したりし、トレースしていった。
その後トレースした SCN の面積、高さ、幅を解析し Excel にまとめていった。
10/11
先方が保存していた腓腹筋のクライオスタットによるスライス作成を見学した。冷凍方法・OCT マ
ウントの仕方等で柴田研の方法を相違点が見られたので意見交換を行った。特に液体窒素による直
接冷凍はまずく、イソペンタン等を用いて急速冷凍する必要があることを伝えた。その後スライス
をしていき断面を観察したところ細胞がぐちゃぐちゃになっていたため、やはり冷凍方法問題があ
ると考えられた。
10/12
マウスの灌流及びサンプリングを見学した。操作そのものは難しくなさそうだが 1 匹灌流するのに
20 分以上かかるため、よほど組織の正確な局在を見たい場合でなければやらなくても良いとの事
だった。続いて SCN トレースの続きを行った。また、用いた脳は練習用の古いものであるが、一
応 wild Type と自閉症モデルマウスの脳を用いたので、二者の比較を行った。結果、面積・高さ・
幅に違いは見られなかった。その後、仲良くなったラボのメンバーで夕食を食べた。学生はあまり
お金がないらしく、二次会がなかったのは残念であった。UCLA の理系学生にとってアルバイトは
日本ほど一般的ではないらしく、主に TA によってお金を稼いでいるとの事だった。
10/13
トレースした画像を Cristina に見てもらった。トレースは正しくできているとのことだがやはり
全体の色が薄く、分別時間はもう少し短くするべきだった。その後送別会を開いて頂いた。

10/14
今まで学んだことをまとめた PowerPoint の作成を行った。その後ビバリーヒルズやファーマーズ

マーケットなどを訪れた。総じてロスで食べたフルーツは味が濃くてウマかった。帰る際に携帯の
電池が切れ、夜中に路頭に迷いかけたが、比較的治安は良かった。とはいえホームレスは多いので
警戒心は必要である。
10/15
先日の PowerPoint の続きを作成した。その後ロサンゼルスカウンティ美術館等を訪れた。ロスは
アートの街であるなと感じた。
10/16
荷支度をして朝の飛行機でロスを発った。名残惜しい気持ちでいっぱいであった。
総括
留学に出発する前は1か月という期間でどれほどのものが得られるのだろうかと不安視していたのだが、
いざ滞在してみるとアメリカの地に単身で過ごすという経験は非常に刺激的で中身の濃いものになっ
たと思う。研究室生活だけでなく街中を歩いていたり観光したりの知見も含めて特に印象に残ったこと
は、人々が周りの視線に縛られず自由であること、それと一人一人が物事に自分の意見を持っていてそ
れを自信をもって発信できるということだ。前者に関してはいわゆる人種のるつぼのなかに暮らす人々
ならではかと思われるのだが、おそらく他者との違いがあまり気にならないため、己の好きなファッシ
ョンや趣味に気兼ねなく身を置けるのではないかと感じた。多種多様な人種、服装、趣向を持つ人が反
発することなく自然に混在していることは私にとって新鮮な経験であり、感動に値する風景であると感
じた。後者に関しては、おそらくアメリカ全体の教育方針として自分の意見を相手に伝えることを重要
視しているのではないかと思われたが、誰に何を聞いても（その正確性はともかくとして）なにか答え
てあげようという姿勢が感じられ、好印象を抱いた。他にも街並み、食生活、挨拶など刺激的なことは
多岐にわたり、総じて日本との違いを感じる滞在となった。一方で、文化や価値観には違いがあれど、
アメリカ人も日本人も同じ人間なのだということも改めて実感できたことも収穫だったと思う。アメリ
カ人だからといって全員がHey!のようなテンションなわけではなくシャイな人もおり千差万別である
し、同じようなことで笑い同じようなことで悲しむ、根本では同じ存在なのだなと感じられた。
今回得られた印象や経験は今後アメリカ人と接するときのみでなく、文化・価値観と異なるすべての人
と接するときに生かされるべきことだと思う（むしろ今回触れ合った人々に限るならアメリカ人ではな
くウェストウッドの人々と描写すべきである）。世界には色々な人がいてそれが当たり前であること、
そしてそのような違いはあれど全員同じ人間であること、その他今回得られたすべての貴重な経験を無
駄にすることなくこれからの人生を歩んでいきたいと強く思える、そんな有意義な留学であった。
最後に、このような貴重な機会を下さった井上先生、柴田先生、他留学に携わってくださった方、そし
てウェストウッドで出会えたすべての人に感謝の気持ちを述べ、本留学の報告書とさせて頂きます。

