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
宮川 大輝
・滞在期間：2018 年 1 月 12 日～2018 年 2 月 20 日(現地時間)
・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
<交流・概要>
・1/12(金)
22:55 羽田空港発 15:50 ロスアンゼルス国際空港到着(現地時刻)。
・1/13(土)
新年会に参加した。Colwell 研究室のメンバーに挨拶し、今後の研究予定を相談した。

・1/14(日)-1/16(火)
ラボが休みのため、
宿泊先でハンチントン病モデルマウスや自閉症モデルマウスについて調べた。
・1/17(水)
初めて Colwell 研究室に足を運んだ。11:00 より、Colwell さんとお話しする機会を頂いた。現在、
この研究室では様々な疾患モデルマウス(ハンチントン病、自閉症、心血管疾患)を用いた行動学
的解析や電気生理学的解析を行っているようだった。ハンチントン病モデルマウスについては、
制限給餌による睡眠覚醒リズム、運動機能の改善などを研究しているようで、柴田研との関連を
感じた。説明を受けた後、自閉症モデルマウスの脳スライサーによる SCN サンプル採取を見学
した。

・1/18(木)
11:00 よりサンプリングを見学した。ハンチントン病モデルマウス(BACHD)、WT について、心
臓、脳幹、大腿四頭筋を摘出していた。12:15 頃より、Daniel さんとお話しする機会を頂いた。
彼は、腸内細菌について興味を持っており、腸内細菌叢の変化がハンチントン病に対してどう影
響するかを今後検討する予定とのことだった。また、彼の最近アクセプトされた論文についても
紹介してくれた。活動期の真ん中 6 時間の制限給餌が、ハンチントン病モデルマウス(Q175)の運

動機能、睡眠覚醒リズムを回復させるというものだった。私自身も、制限給餌を用いて実験して
いると伝えると、制限給餌をする際、摂食量・リズム、グルコースや脂質代謝、コルチゾールを
測定することが重要だとアドバイスしてくれた。13:00-18:00 は神経科学についてのシンポジウ
ムに参加した。自身の研究と関わりがないものが多く、理解に苦しむ部分はあったが、短期記憶
や味覚に関する発表は大変興味深かった。
・1/19(金)
10:30 より研究室に行ったが、対応してくれる方がいなかったため、私の研究データのまとめを
行い、昨日教わった内容をおさらいした。運動機能は、マウスの握力や筋肉染色による横断面積、
中心核より評価すると教わったが、筋肉の分野は今まで関わりがなかったため、これらを中心に
調べた。

・1/20(土)
午前中は Daniel さんに紹介してもらった腸内細菌に関する論文に目を通した。午後はゲッティ
センターを観光。

・1/21(日)
ペイジ・ラ・ブレア・タールピット博物館を観光。

・1/22(月)
私の研究データの解析を進めるとともに、マウスの自由運動用の輪回し装置のセッティングをお
手伝いした。
・1/23(火)
SCN の電気生理を見学した。ハンチントン病では、脳での神経発火が弱まるらしく、SCN の細
胞についても同様なことが言えるかを解析しているとのことだった。スライスは、マウスをサン
プリングした際の ZT に基づいているため、一日 1 スライスずつ、1 スライス当たり 20 細胞ほど
しか解析できないとのことだった。細胞ごとの差も大きいらしく、一群あたり 60 細胞ほど解析
するようで、手のかかる実験だと感じた。
・1/24(水), 25(木)
マウスの輪回し装置のセッティングを手伝い、ROTA-ROD 試験を見学した。また、免疫染色に
ついて調べた。
・1/26(金)
Daniel さんに ANY-maze を用いたマウスの睡眠解析を教わった。睡眠は脳波を測定することに

よる方法もあるが、脳に電極を埋め込む手術が必要であり手間がかかる。今回の方法では、カメ
ラによるレコーディング、ソフトによる解析のみで睡眠の判定ができるため、非常な有意義な方
法だと感じた。柴田研も ANY-maze を所持しているため、今日学べたことはとても有用だと感じ
た。
・1/27(土), 28(日)
昨日教わった睡眠解析について、練習用のサンプルデータを頂いたため、
それを用いて練習した。
また、免疫染色について調べた。
・1/29(月)
筋肉の免疫染色を見学した。3,6 か月齢の BACHD マウスについて、筋肉中に欠損が生じている
かを調べているようだった。作業は全て粉砕したドライアイスの中で行われ、筋肉が不必要に傷
付いたり、分解しないよう注意が払われていた。また、BACHD, WT について、以前に採取した
サンプルを見せてもらったが、WT と比較して BACHD で細胞が小さくなっているように見えた。
・1/30(火)
睡眠解析のサンプルファイルを用い、解析練習を行った。また、輪回し装置のセッティングを行
った。
・1/31(水)
睡眠解析のサンプルファイルを用い、解析練習を行った。また、BACHD における心臓のスライ
ス作業を見学した。ハンチントン病では、心肥大や繊維化がみられることが知られているため、
それを確認するとのことだった。
・2/1(木)
8:30 より生理学に関するシンポジウムに参加した。アルツハイマー病や汗腺の機能制御に関する
話は非常に興味深いものだった。また、Colwell 研究室院生の Olivia が TA を務める、翌日行わ
れる細胞生物学に関するディスカッション授業に誘われたため、それについての資料を頂き、熟
読した。
・2/2(金)
9:30 より Olivia の担当している授業に参加した。昨日頂いた細胞間のギャップ結合についての
記事に関する問題をペアで話し合いながら解き進めていく形式だった。日本よりも議論が活発に
行われている印象だった。事前にしっかり準備した分、うまくやり取りできたように感じた。そ
の後は睡眠解析の続きを行った。
・2/3(土)
Any-maze からの睡眠データの取り出し、解析を終わらせ Daniel にデータを送信した。その後の
ステップについて次週の水曜日に教わることになった。また、月曜日に行われる Journal Club(論
文紹介のようなもの)に参加するため、論文を精読した。
・2/4(日)
UCLA の研究室で研究している日本人の方々の集まりに参加した。歯科や脳機能、私と同様に時
間について研究している方などがおり、お互いの研究内容について話した。その後は明日の
Journal Club に向けて論文を精読した。
・2/5(月)
Journal Club に参加した。今回の論文では、性周期や断眠が認知機能に与える影響を認知行動試
験(NOR)により検討していた。発表者が内容説明を進めている途中であっても、質問がある人は
その瞬間に遮って積極的に質問していた。質問がある度に、周りも次々に議論に加わり、全体で
討論している印象だった。論文の内容は理解していたため、私も何か発言しようと試みたが、議
論が目まぐるしく展開していったため、うまく加わることができなかった。疑問点を把握してお

き、その内容説明が始まった瞬間に発言できるようにしておく必要があると感じた。
・2/6(火)
木曜日に行われる Lab meeting で扱われる論文を熟読した。
・2/7(水)
Daniel に睡眠解析の次のステップである”Bouts analysis”を教わった。これは、マウスの睡眠の
断片化について調べるものである。ハンチントン病では睡眠障害が生じるため、中途覚醒が多く
なり、睡眠の各断片が短くなる。この手法を用いることで、ハンチントン病モデルとして、フェ
ノタイプが現れているかを確認できるとのことだった。
・2/8(木)
8 ヵ月齢の BACHD と WT のサンプリングをお手伝いした。SCN、心臓、肝臓、筋肉について、
ルミサイクル用のサンプルを採取した。17:30 からは Lab meeting に参加した。今回は、論文を
公表するにあたって我々が注意すべきことに関して議論した。この論文(A call for transparent
reporting to optimize the predictive volume of preclinical research)では、実験動物を扱う際に
は、群分けにおけるランダム化、データ処理におけるブラインド、サンプルサイズの設定などに
気を付ける必要があると述べており、それらの手順を踏むことで、再現可能なデータを得ること
ができると主張していた。また、得られたデータがネガティブなものであっても、公表すること
が科学の確実な進展につながると述べられていた。再現可能なデータを得るために、明白な内容
を公表することは極めて重要だと感じたとともに、各工程でより細部まで気を配り取り扱う必要
性も感じた。今回の議論は今後の研究生活にとって大変有意義な機会だった。
・2/9(金)
前回解析した睡眠解析データをもとに、Bouts analysis を行った。また、翌週の火曜日に私の研
究内容を発表する機会を設けていただいたため、発表資料の作成を行った。
・2/10(土)
サンディエゴを観光。

・2/11(日),12(月)
火曜日に控えた研究内容発表に向けて、発表スライドの作成に努めた。
・2/13(火)
私が日本で行っていた腸内細菌に関する研究を発表させていただいた。マイクロバイオームに興
味を持っている人が多く、発表後には多くの質問を受けた。

・2/14(水)
昨日の発表で、指摘されたことを考察した。また、Bouts analysis の続きを行った。
・2/15(木)
発表に対して受けた指摘に関して、理解不十分に感じた部分があったため、質問をしてくれた Aly
に内容を確認した。得られた菌の遺伝子情報をデータベースより探索することで、それらが関わ
る代謝機能などを調べられるのではないかとのことだった。
・2/16(金)
指摘された内容に関しての考察、脳スライスの染色作業を見学した。また、Bouts analysis をや
り終えた。
・2/17(土)
Bouts に関して理解を深めるために Daniel から頂いた論文を読んだ。その後はハリウッド、ビ
バリーヒルズを観光した。

・2/18(日)
ベニスビーチを観光した。

・2/19(月)
まとめた Bouts analysis の結果を Daniel さんに提出し、ハンチントン病における睡眠の断片化
について議論した。最後に、ラボのメンバーに挨拶をし、写真を撮った。

・2/20(火)
11:25(現地時刻)ロスアンゼルス国際空港発⇒2/21(水)16:25 成田空港着。
<総括>
今回のプログラムを通して、
新たな知見を数多く得られ、
英語力も向上させられたように感じる。
学べた事としては、ハンチントン病に関して、行動学・生理学の二方面から深く知ることが出来
た。また、取得した睡眠・行動解析技術は、柴田研でも用いることが出来るため、今後の研究の
幅を広げる有用なものであった。
英語に関しては、教わることの多くが新たな事柄であったため、理解に苦労することが多々あっ
た。しかし、その都度誤認のないように納得するまでコミュニケーションを図った。その甲斐も
あり、アメリカに来る以前よりスムーズにコミュニケーションが取れるようになったように思え
る。また、最後にネイティブを相手に自身の研究内容をプレゼン出来たのも貴重な機会で、発表
後のディスカッションは有意義であった。
Journal Club, Lab meeting に参加できたのも大変有意義な機会であった。これらの会議は、形
式張ったものではなく、飲食もしながら進められていたのだが、一つの議論が起こると皆次々に
そこに加わり、その場全体で討論が行われているようだった。その分、理解も深まり深い会議に
なっていたように感じた。
このように、今回の留学は私の知見を広げる機会であったとともに、粘り強く取り組む姿勢や、
積極性の重要さを痛感させられたものであった。それらの経験を今後の研究に是非生かしたいと
思う。

