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研究成果の概要（和文）：電位依存性カリウムチャネルは電気的興奮性細胞の生理機能に中心的な役割を果たす。カリ
ウムチャネルに属するKCNQチャネルは中枢神経系にも発現しており重要な役割を果たすと推測されるが、その機能的意
義は殆ど不明である。そこで、急性小脳スライス標本にパッチクランプ法とKCNQ選択的阻害剤・開口剤を適用し、小脳
神経細胞におけるKCNQチャネルが果たす生理機能を検討した。その結果、KCNQチャネルは小脳神経細胞において静止膜
電位と電気的興奮性を調節する働きを担っていることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Voltage gated potassium channels play crucial roles in excitable cells. KCNQ
channels belong to the potassium channels and are expressed in the central nervous systems. However,
little is known about the physiological roles. Electrophysiological recordings were done from cerebellar
acute brain slice preparations. Application of a KCNQ channel blocker or opener reveals that KCNQ
channels play roles in maintaining the membrane potential and neuronal excitabilities of cerebellar
neurons, suggesting KCNQ channels contribute to the function of the motor coordination conveyed by the
cerebellum.

研究分野： 神経生理学
キーワード： カリウムチャネル
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