感覚系神経回路形成の時空間制御メカニズム
Spatio-temporal regulatory mechanisms of sensory system development
（日本神経科学学会推薦）

代表研究者 金沢大学

河﨑 洋志

Kanazawa University

Hiroshi KAWASAKI

Although the mechanisms underlying the spatial pattern formation of sensory maps have been extensively
investigated, those triggering sensory map formation during development are largely unknown. Here we found that the
birth of pups instructively and selectively regulated the initiation of barrel formation in the somatosensory cortex. We
found that preterm birth accelerated barrel formation, while it did not affect either barreloid formation in the thalamus or
whisker-lesion induced barrel structural plasticity in the somatosensory cortex. In addition, preterm birth did not affect
the body weight and the thickness of the cerebral cortex soon after birth. Our results shed light on hitherto unidentified
roles of birth in sensory map formation.
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