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〔授業の概要 Outline〕

生理科学専門科目「神経性代謝調節学」（前期）、「認知と運

動の脳科学」（後期）と同一

（履修は、前期または後期、いずれかを選択。）

This corresponds to ”Neuronal Regulation of Metabolism” (1st
semester) and "Neural Mechanism of Cognition and Motor
Control" (2nd semester) in the Department of Physiological
science. 
(One credit is granted either in 1st semester or in 2nd semester.)

【前期/1st semester】神経性代謝調節学 / Neuronal Regulation of
Metabolism

細胞や組織が十二分にその機能を発揮するためには、必要

なエネルギー、栄養素が過不足無く供給され、利用される

ことが必須であり、その調節機構の異常は様々な疾患の原

因となりうる。近年、代謝調節機構に関する分子・個体レ

ベルでの研究が進み、特に、細胞間、組織間相互の情報伝

達の重要性が明らかとなりつつある。本生理学専門科目で

は、代謝恒常性維持に関わる臓器間相互作用の重要性とそ

の分子機構を理解することを目的に、脳における摂食調節、

代謝調節及びそれらを明らかにするための先端技術につい

て解説する。また、エネルギー代謝調節機構と連関するス

トレス応答、体温調節、睡眠覚醒制御機構について解説する。

【後期/2nd semester】 認知と運動の脳科学 / Neural Mechanism
of Cognition and Motor Control

脳は高度に複雑な器官である。脳がどのようにはたらくか

を理解するためには、ゲノムから分子、シナプス、細胞、

局所回路、そして大域的回路にいたるまで、様々なレベル

での知見を統合しなければならない。また、基礎と臨床は

表裏一体であることから、精神・神経疾患など、脳のはた

らきの障害を理解することも重要である。この講義シリー

ズでは、認知と行動に重要な、高次脳機能のいくつかの側

面を取り上げて、それらの仕組みをシステム神経科学の観

点から理解することを目指す。

The brain is a highly complex organ. In order to understand how
the brain works, knowledge at various levels must be integrated,
ranging from the genome and molecules to synapses, cells, local
circuits, and global networks. In addition, since physiology and
disease are the two sides of the same coin, it is equally important
to understand brain dysfunction, such as psychiatric and

neurological disorders. In this lecture series, we focus on several
aspects of higher brain function that are of crucial importance for
cognition and behavior and aim to understand their neural
mechanisms from a systems neuroscience perspective.
〔教育目標・目的 Aim〕

【前期/1st semester】神経性代謝調節学 / Neuronal Regulation of
Metabolism

(1) 必要なエネルギー、栄養素が過不足無く供給され、利用

されることが、脳を始めとする組織が正常に機能するため

に必須であること、その調節に脳及び組織間相互の情報伝

達が重要性であることを理解する。

(2) 内外環境の情報を統合し、また、感覚、情動、報酬系と

連携しながら摂食、代謝、体温調節と睡眠覚醒を制御する

脳の機能について理解する。

(3) 上記研究を進めるための先端解析技術について理解する。

【後期/2nd semester】 認知と運動の脳科学 / Neural Mechanism
of Cognition and Motor Control

(1) 運動の神経基盤について理解する。

(2) 報酬と学習の神経基盤について理解する。

(3) 視機能の神経基盤について理解する。

(4) 注意と意識の神経基盤について理解する。

(5) 社会的認知機能の神経基盤について理解する。

(1) To understand the neural basis of motor behavior.
(2) To understand the neural basis of reward and learning.
(3) To understand the neural basis of visual function.
(4) To understand the neural basis of attention and awareness.
(5) To understand the neural basis of social cognitive function.
〔成績評価 Grading criteria〕

【前期/1st semester】神経性代謝調節学 / Neuronal Regulation of
Metabolism

【後期/2nd semester】 認知と運動の脳科学 / Neural Mechanism
of Cognition and Motor Control

半数以上の出席を必須とする。達成目標(1)～(5)に基づいた

課題を提示し、レポートによる解答を求める。期限までに

レポートを提出した受講者のうち、要点を理解していると

判定された者に単位を認定する。成績は可または否で示す。

An assignment will be given at the end of the course on the basis
of the five objectives described above. Students are required to
submit an essay report on the assignment by a deadline date. The
grades are determined by the quality of the report, which is
indicated by either ‘passed’ or ‘failed’.
〔授業計画 Lecture plan〕

【前期/1st semester】神経性代謝調節学 / Neuronal Regulation of
Metabolism
第 1 回 5/11 （金）「神経性代謝調節学入門」

　箕越靖彦（生理研・生殖・内分泌）



第 2 回 5/18 （金）「中枢神経による摂食・代謝調節機構を解

明するための先端技術」

　中島健一朗、近藤邦生（生理研・生殖・内分泌）

第 3 回 5/25 （金）「摂食調節機構」

　箕越靖彦（生理研・生殖・内分泌）

第 4 回 6/1 （金）「脳における末梢組織の代謝調節機構」

　箕越靖彦（生理研・生殖・内分泌）

第 5 回 6/8 （金）「味覚と脳」

　中島健一朗（生理研・生殖・内分泌）

第 6 回 6/15 （金）「ストレスと脳」

　近藤邦生（生理研・生殖・内分泌）

第 7 回 6/22 （金）「睡眠覚醒状態の制御機構」

　櫻井武（筑波大学）

第 8 回 6/29 （金）「体温調節の中枢神経回路」　

　中村和弘（名古屋大学）

【後期/2nd semester】 認知と運動の脳科学 / Neural Mechanism
of Cognition and Motor Control
第１回　2018年10月19日
　「運動１」　二宮太平（生理研・認知行動発達機構）

第２回　2018年10月26日
　「運動２」　磯田昌岐（生理研・認知行動発達機構）

第３回　2018年11月16日
　「報酬と学習」　則武厚（生理研・認知行動発達機構）

第４回　2018年11月30日
　「視覚」　二宮太平（生理研・認知行動発達機構）

第５回　2018年12月14日
　「注意」　吉田正俊（生理研・認知行動発達機構）

第６回　2018年12月21日
　「意識」　吉田正俊（生理研・認知行動発達機構）

第７回　2019年1月4日
　「社会的機能１：心理学的観点から」　則武厚（生理研・

認知行動発達機構）

第８回　2019年1月11日
　「社会的機能２：神経科学的観点から」　磯田昌岐（生理

研・認知行動発達機構）

(1) October 19, 2018
Motor behavior 1
Taihei Ninomiya (NIPS)
(2) October 26, 2018
Motor behavior 2
Masaki Isoda (NIPS)
(3) November 16, 2018
Reward and learning
Atsushi Noritake (NIPS)
(4) November 30, 2018
Vision
Taihei Ninomiya (NIPS)
(5) December 14, 2018
Attention
Masatoshi Yoshida (NIPS)
(6) December 21, 2018
Awareness

Masatoshi Yoshida (NIPS)
(7) January 4, 2019
Social cognition 1: psychological viewpoints
Atsushi Noritake (NIPS)
(8) January 11, 2019
Social cognition 2: neuroscientific viewpoints
Masaki Isoda (NIPS)
〔実施場所 Location〕

生理学研究所（明大寺地区）１階講義室(遠隔講義システム

により配信：遺伝研、葉山）

Lecture room, NIPS Myodaiji Building 1F (Remote lecture:
NIG， Hayama）
〔使用言語 Language〕

英語

English
〔教科書・参考図書 Textbooks and references〕

特になし

Nothing

〔関連URL Related URL〕

URL:http://sbsjp.nips.ac.jp/schedule/
〔上記URLの説明 Explanatory Note on above URL〕

最新の講義スケジュールは上記からご確認ください。

Please keep be updated on the latest schedule from "Schedule of
the classes" on the program website.
〔備考・キーワード Others/Keyword〕

履修の際は前期科目か後期科目を指定して履修のこと。前

期・後期にまたがっての履修はできません。

For regstration, take either of 1st semester or 2nd semester.

【キーワード/Keywords】
脳科学専攻間融合プログラム　SOKENDAI Brain Science
Joint Program (SBSJP)
遠隔講義　Remote lecture


