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The suprachiasmatic nucleus (SCN) functions as the central circadian pacemaker in mammals and entrains to the
environmental light/dark cycle. It is composed of multiple types of GABAergic neurons, and interneuronal
communications among these neurons are essential for the circadian pacemaking of the SCN. To understand the principles
underlying the SCN network, we took an approach of neuron type-specific genetic manipulations within the SCN and
demonstrated that arginine vasopressin (AVP)-producing GABA neurons, which form one of the major neuron types in
the SCN, play a critical role in the generation of circadian behavior rhythm and the determination of the circadian period
by the SCN network. In the current study, as the next step, we aimed to record the activities of SCN neurons in vivo in a
neuron-type-specific manner from both normal and mutant mice with impaired circadian rhythms. By doing so, we
expected to uncover the linkage between the abnormalities of the SCN neural network and behavior rhythms. An outcome
of such efforts is the finding that GABAergic transmission from AVP neurons regulates the timing of SCN output from
the SCN cellular clocks to control when to wake and locomote.
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このマウスに麻酔を施し、脳定位固定装置に固定し
た上で、SCN にシリコンプローブ電極（多点電極）
・
光ファイバーアセンブリを挿入、短時間青色光照射
による発火頻度上昇を指標として AVP/VIP ニューロ
ン（=ChR2 発現ニューロン）を同定した上で、神経
活動の多チャンネル記録を行い、記録したデータは
スパイク・ソーティングにより個々のニューロンの
活動に分離する。
記録装置を導入し、シリコンプローブ電極を用い
た麻酔下での in vivo 神経活動記録を試みた。神経活
動記録自体は上手く行うことに成功した。しかしな
がら、SCN からの記録は、多くの試行を行ったが、
未だ成功していない。SCN は長径 1mm にも満たな
い微小な神経核であり、脳定位固定装置を用いても、
in vivo で SCN に電極を挿入することが非常に難し
いためである。様々な細かい工夫を行い、現在も粘

図１

SCN AVP ニューロンの細胞内 Ca2+の in vivo
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③概日リズム異常マウスでの SCN ニューロン[Ca2+]i リ
② ファイバーフォトメトリーを用いた SCN ニューロンの
ニューロンタイプ特異的な細胞内 Ca2+の in vivo 計測
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。以上の結果は、

で生体内でその日内変動を計測することで、中枢時
計・SCN 神経ネットワークの動態を多層的に解析す
ることが可能であり、今後行っていきたい。
将来的には、
本研究で確立した in vivo 計測技術を、
概日リズム異常を示すことが知られている様々な疾
患モデルマウス（肥満、老化、アルツハイマー、う
つ、等など）にも適用し、これらのモデルで中枢体
内時計 SCN がどのような異常を来しているのか、明
らかにしていきたい。

他のデータと共に論文にまとめ、現在投稿中である。
図２ AVP ニューロンによる GABA 作動性神経伝達
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