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研究成果の概要（和文）：夢を生じるレム睡眠は、一部の脊椎動物に固有の生理状態であり、脳の高次機能に関わると
期待される。本研究において我々は、レム睡眠とノンレム睡眠の切り替えに関わるニューロン群を脳幹において同定し
、さらに、これらのニューロンのサブタイプ選択的に発現する遺伝子を同定することに成功した。こうした遺伝子のプ
ロモーターを利用することで、レム睡眠を効率よく操作することにも成功した。また、脊椎動物固有シナプスタンパク
質netrin‑G1がレム睡眠の制御に関わることも明らかにした。本成果は、レム睡眠の制御機構の理解に大きく貢献でき
ると同時に、今後、レム睡眠の役割を解明する上でも有用なツールを与えるものと期待される。

研究成果の概要（英文）：REM (rapid eye movement) sleep is a phenomenon unique to certain vertebrate animal
species and is thus expected to be involved in higher‑order brain functions. We identified neurons in the
brainstem that regulate transitions between REM and non‑REM sleep. Furthermore, we identified genes that
are expressed in a neuron‑subtype selective manner in these neurons. Furthermore, using promoters of these
genes, we could efficiently manipulate REM sleep. In addition, we showed that the vertebrate‑specific syn
aptic protein netrin‑G1 is involved in regulation of REM sleep. These results are expected to contribute t
o understanding the mechanism of REM sleep regulation, and may also provide a powerful tool for addressing
the function of REM sleep.
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４．研究成果
（１）レム睡眠とノンレム睡眠の切り替えを
担う中枢部位を有する脳幹橋背側領域にお
いて、特定のニューロンのサブタイプに選択
的に発現する遺伝子を多く同定することに
成功した。遺伝子ごとに、その分布は多種多
様であり、脳幹橋がヘテロな細胞集団から成
る複雑な脳領域であることが改めて確認さ
れた。候補遺伝子の中には、これまでの AAV
ベクター局所感染の実験から明らかとなっ
たレム睡眠促進ニューロン・抑制ニューロン
の分布と酷似するものもそれぞれ 3 遺伝子ず
つ得られた。
（２）上記の候補遺伝子のうち、発現パター
ンがレム睡眠促進ニューロンおよび抑制ニ
ューロンの分布とよく似たもの 1 遺伝子ずつ
について、Cre ノックインマウスを得ること
に成功した。この内、一系統の Cre ノックイ
ンマウスに Cre 依存的に神経興奮誘導遺伝子
を発現する AAV ベクターを局所感染させたと
ころ、レム睡眠の強い抑制効果が確認された。
従って、この候補遺伝子がレム睡眠抑制ニュ
ーロンの有用な遺伝子マーカーであること
が確認された。本成果は、レム睡眠の制御機
構の理解に大きく貢献できると同時に、今後、
レム睡眠の生理的意義を解明する上でも非
常に有用なツールを与えるものであると期
待される。
（３）Ntng1 ノックアウトマウスにおいてレ
ム睡眠の低下が見られた。Ntng1 KO マウスは
様々な行動異常も示すが、レム睡眠の異常が
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