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研究成果の概要（和文）：海馬歯状回では成熟後も恒常的にニューロンが新生し、学習や記憶に働く。このニューロン
新生を促進させると理解されている「豊かな環境」のうち、重要要素の抽出と定量的評価をおこなう目的で、上向き勾
配の遊歩運動に着眼した。マウスを、角度の異なる傾斜トンネル付きケージにて、BrdU含有水を与え、２週間トンネル
を自由遊歩させた。海馬歯状回単位面積当たりで、BrdU検出によるニューロン新生数は、90度群の数（14.2）は、水平
群（9.6）や対照群（9.5）より有意に多かった。遊歩距離は、90度群でやや短かった他はほぼ一定であるので、運動時
間や運動距離ではなく、体重に抗して「運動する」ことが重要と考えられた。

研究成果の概要（英文）：Keeping in an enriched environment increases neurogenesis in the dentate gyrus of
adult animals. We focused on upslope exercises and kept mice in three types of cages with slant tunnels
for two weeks. During the period, the mice were allowed to behave voluntarily, and BrdU was ingested with
drinking water (1mg/ml). The volume of water intake (i.e. BrdU intake) and the number of passage through
the sensor in tunnel did not show apparent differences. In the specimens of hippocampal dentate gyrus,
the BrdU‑positive neuronal precursors were counted. The number of the 90‑degree group (14.2) is
significantly higher than the number of 0‑degree group (9.6) and control group (9.5). Our findings
demonstrate that voluntary upslope exercise is one of the components of enriched environments and
sufficient for enhanced neurogenesis in the adult murine dentate gyrus.
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