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論文内容の要旨 

 Serine and arginine rich splicing factor 3 (SRSF3)は RNA に結合に必要な RNA recognition motif 

(RRM)と、他のタンパクとの結合に必要なセリン・アルギニン残基を豊富に含む RS ドメインを持つ

ことが特徴である SR リッチプロテインファミリーの一員であり、メッセンジャーRNA 前駆体(pre-

mRNA)のスプライシングに関わるスプライサータンパクである。SRSF3 は生体の維持に必要な様々

な遺伝子の pre-mRNA のスプライシングに関与していることが複数の研究から明らかとされている。

さらに、細胞ががん化すると SRSF3 の発現は亢進し、がん遺伝子の pre-mRNA スプライシングを促

進することも報告されている。その中でも特に Warburg 効果の制御を担う因子である Pyruvate 

kinase muscle (PKM)の選択的スプライシングに関与している可能性が示唆されていた。Warburg 効果

とは、1945 年に Otto Warburg によって提唱された、好気的条件下であっても嫌気条件下と同様に解糖

系を用いてエネルギー産生を行うという、がん細胞に特異的なエネルギー代謝である。PKM 遺伝子から

は選択的スプライシングによって PKM1 と PKM2 の 2 つのアイソフォームタンパクが翻訳される。正

常細胞においては PKM1/PKM2 比が高く、がん細胞においては低いことが過去の研究から明らかとなっ

ている。本研究では、PKM のスプライシングに関与していることが既に解明されている hnRNP フ

ァミリーのスプライサーである PTBP1・hnRNPA1 と SRSF3 のスプライシングにおける関係性と、

これらのスプライサーの Warburg 効果に対する寄与を大腸がんにおいて解明した(Int. J. Mol. Sci., 

2018, Kuranaga et al.)。 

 SRSF3 は正常なマウスの全身の臓器において発現が認められたが、ヒトの大腸がん臨床サンプル

においては近隣の正常部位と比較して、発現が更に亢進していることが明らかとなった。さらにアデ

ノーマの段階からも発現が亢進していた。3 つのスプライサー遺伝子に特異的な siRNA を用いて大

腸がん細胞株 DLD-1 のスプライサー遺伝子をノックダウンすると、特に SRSF3 の抑制時において

細胞増殖、Soft agar colony formation が顕著に抑制されることが明らかとなった。同細胞のタンパ

ク発現の変化を確認すると、PKM1/PKM2 比が上昇していることが明らかとなった。さらに同細胞
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においては電子顕微鏡や蛍光顕微鏡を用いた観察において、オートファジーやマイトファジーが誘導

されていることが確認された。エネルギー産生は、スプライサー遺伝子をノックダウンすることで解

糖系優位から酸化的リン酸化優位へとシフトしていることがメタボローム解析により確認された。さ

らにミトコンドリアの膜電位のポテンシャルの観察により、同細胞では酸化的リン酸化が亢進してい

ることが示唆された。これらの結果は in vivo においても同様であり、有意な抗腫瘍効果を認めた。

その機序は SRSF3 の過剰発現により誘発される選択的スプライシングの異常による PKM1/2 比の

低下を、siRNA-SRSF3 の投与によって SRSF3 の発現を調節することで正常な状態に近づけること

により Warburg 効果を破綻に導くことが示唆された。最後に、免疫沈降法により SRSF3 と PTBP1

は細胞質内・核内において共局在していることが確認され、大腸がん細胞においてはこれらのスプラ

イサーが群として協働でスプライシングを担っていることを明らかにした。 

 本研究で得られた知見から、スプライサーSRSF3 は PTBP1 などの他のスプライサーと協働して

Warburg 効果を制御していたことから、PKM2 の発現調節を目的とした大腸がんの治療に繋がる創

薬シーズとして期待される。 

 

論文審査結果の要旨 

Warburg effect (Warburg 効果)と呼ばれるがん特異的なエネルギー代謝は 1945 年、ドイツの生理学者

Otto Heinrich Warburg により提唱された。この提唱によるとがん細胞は正常細胞と比べ、グルコース

の取り込みが多く、酸素が十分に存在する状況においても主に解糖系を用いて ATP を産生するため多量

の乳酸が産生するとある。近年、メタボローム解析技術の進歩により、がん細胞のエネルギー代謝物質や

中間体を測定することが可能となった。その結果、Warburg の主張が正しいと証明された。解糖系の 10

番目の反応を触媒する律速酵素である、ピルビン酸キナーゼ筋肉型(pyruvate kinase muscle; PKM)の

splicing isoform である PKM1 と PKM2 は、splicing factor (スプライサー)による選択的スプライシン

グにより発現制御を受ける。PKM1 の発現が優位であるとピルビン酸を TCA サイクルにて、PKM2 の

発現が優位であれば解糖系にて代謝する。本研究では、スプライサーの polypyrimidine tract-binding 

protein 1 (PTBP1)、heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNPA1)および serine/arginine-

rich splicing factor 3 (SRSF3)の PKM pre-mRNA スプライシングへの関与とこれらスプライサーの

Warburg 効果に対する寄与を大腸がん細胞において解明した。 

 SRSF3 は正常なマウスの全身の臓器において発現が認められたが、ヒトの大腸がん臨床サンプル

においては近隣の正常部位と比較して、SRSF3 の発現が更に亢進していることを明らかとした。さ

らにアデノーマの段階から発現は亢進していた。これら 3 つのスプライサー遺伝子に特異的な siRNA

を大腸がん細胞株 DLD-1 細胞に導入し、ノックダウンすると、SRSF3 の抑制時において細胞増殖、

Soft agar colony formation が顕著に抑制された。同細胞のタンパク発現の変化を確認すると、

PKM1/PKM2 比が上昇した。エネルギー産生は、解糖系優位だったものがスプライサー遺伝子ノッ

クダウン細胞によって TCA サイクル優位へとシフトしていることがメタボローム解析により確認さ

れた。また、酸化的リン酸化により産生される活性酸素種(ROS)によるオートファジーやマイトファ

ジーの誘導を電子顕微鏡や蛍光顕微鏡を用いた観察において明らかになった。これらの結果は in vivo

においても同様であり、有意な抗腫瘍効果を認めた。その機序は SRSF3 の過剰発現により誘発され

る選択的スプライシングの異常による PKM1/2 比の低下を、siRNA-SRSF3 を投与することで SRSF3



の発現を適切に調節し、Warburg 効果を一部破綻させるということが示唆された。最後に、免疫沈降

法により SRSF3 と PTBP1 は細胞質内・核内において共局在していることが確認され、これらのス

プライサー群が協働で PKM 遺伝子のスプライシングを担っていることを明らかにした。 

本研究で得られた知見より、スプライサーSRSF3 は PTBP1 などの他のスプライサーと協働して

Warburg 効果を制御していた。本研究は SRSF3 ががん特異的な治療に繋がる有用な創薬シーズであ

る可能性を示唆するものであり、学位論文に値すると判断した。 

 

最終試験結果の要旨 

 倉永氏の学位論文の主要部分は審査付き学術雑誌に公表済みの 1 編の論文に基づくものであり、本論

文が学位論文として完成された内容を有することを確認した。 

また、公聴会においてがん特異的なエネルギー代謝（Warburg効果）に関与する PKM遺伝子のスプライ

サーSRSF3の役割を明らかにした。本研究の内容に関する事項、問題点などに関する諮問を行ったところ、

申請者からは十分な内容の回答が得られたので博士（薬科学）の学位に敵する者と判断し、合格と判定し

た。 
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