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学位論文の内容の要旨 

 

 一部の哺乳動物は，冬季の厳しい環境下で生存するために，体温を 10℃以下にまで低下

させ冬眠する。低体温には代謝を低下させ，エネルギー消費を抑えるという利点があるも

のの，多くの哺乳動物は極度の低体温に陥ると臓器機能が障害され死亡する。したがって，

冬眠動物には低温での生存を可能にするメカニズムが備わっていると考えられる。従来か

ら，低温域で発現が亢進する分子として低温ショックタンパク質が知られている。また，

低温ショックタンパク質には低温時に起こるアポトーシスを抑制する効果があるといわれ

ている。申請者はこのような背景を元に，冬眠動物が低体温下で正常な臓器機能を維持す

るために，低温ショックタンパク質の細胞保護作用が重要な役割を演じると考えるに至っ

た。本研究の目的は，代表的な低温ショックタンパク質である Cold-inducible RNA-binding 

protein(CIRP)の冬眠動物における発現動態を解明することである。 

 実験には，比較的容易に冬眠を誘導できるシリアンハムスターを用いた。第 1 章では，

平常体温時と冬眠時のハムスターを用いて，CIRP 遺伝子の発現状態を RT−PCR 法によって

検討した。平常体温時の心臓では RT-PCRにより複数のバンドが検出されたが，冬眠時には

１本のバンドとして検出された。この結果から，冬眠時には選択的スプライシングのパタ

ーンが変化することが明らかとなった。このような変化は，脳，肺，肝臓及び腎臓におい

ても同様であった。シークエンス解析の結果，平常体温時に発現しているスプライシング

バリアントのうち 500bp 付近のものがハムスターの CIRP ホモログであることが判明した。

一方，800bp 付近に検出されたバンドは，CIRP とは C 末端の異なるタンパク質をコードす

るスプライシングバリアントである可能性が示唆された。CIRP タンパク質の活性化には C

末端領域が重要であるため，このスプライシングバリアントから翻訳されるアイソフォー

ムは活性を持たない可能性がある。冬眠時には機能的な CIRP をコードする mRNA のみが発

現していることから，この選択的スプライシングのパターンの変化は，低体温時に転写量

自体を変化させることなく，活性をもつ CIRPタンパク質の発現を増加させるために役立っ

ていると考えられる。つまり，ハムスターは冬眠時にスプライシングのレベルで CIRPの発
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現を調節しているものと推察される。 

 第 2 章では，スプライシングパターンを変化させる要因について検討した。短日・寒冷

環境で起こる適応性の変化が，冬眠するために不可欠であると考えられているため，まず

冬眠前の準備期間にスプライシングパターンの変化が起こるか否か検討した。冬眠を誘導

するのに十分な期間短日・寒冷環境に馴化させた場合でも，スプライシングパターンの変

化は誘発されなかった。次に，冬眠導入期に脳内のアデノシン A1受容体の賦活化が必須で

あることを考慮し，アデノシン A1 受容体アゴニストを投与したハムスターにおける CIRP

発現を解析した。その結果，アデノシン A1 アゴニストを投与し低体温となった場合には，

冬眠様の選択的スプライシングが起こることが明らかとなった。ただし，アデノシン A1受

容体アゴニストを投与した後，体温を 37℃付近に維持した場合にはスプライシングパター

ンに変化は認められなかった。この結果は，アデノシン A1受容体に連動する特定の機序で

はなく，実質的な体温低下が選択的スプライシングの変化をもたらす主要因であることを

示唆する。そこで，アデノシン受容体の賦活化とは無関係に，麻酔薬と冷却を組み合わせ

て 28℃付近の低体温を誘導したところ，冬眠様の選択的スプライシング調節が再現された。

したがって，CIRP遺伝子の冬眠様の選択的スプライシング調節の要因は，軽度な低体温で

あることが示唆された。 

 第 3章では，冬眠を行わない動物であるマウスとラットにおいても，CIRP遺伝子に冬眠

様の選択的スプライシングを引き起こすことができるかどうかを検討した。マウス及びラ

ットにおいても，平常体温時にはスプライシングバリアントが発現しており，その構造も

平常体温時のハムスターにおいて検出されたものと同様であった。麻酔薬と冷却を用いて

マウス及びラットを人為的に軽度な低体温へ誘導したところ，冬眠様の選択的スプライシ

ングのパターンを引き起こすことができた。この結果から，スプライシングパターンの変

化は，冬眠動物に固有の機序ではなく，体温低下によって引き起こされることが明らかと

なった。 

 本研究では，低温ショックタンパク質のひとつである CIRPが，体温低下時にスプライシ

ングレベルの調節を受けることを明らかにした。この調節により機能的な CIRPタンパク質

が効率よく発現するものと予想される。CIRPに細胞保護作用があることを考えると，この

ような調節機構は冬眠動物の低温耐性能と関連するものと考えられる。ラットやマウスに

おいても同様の CIRP遺伝子発現様式が再現されたことから，非冬眠動物においても低温耐

性を付与できる可能性が示唆される。冬眠動物のもつ低体温耐性を冬眠しない動物に応用

することができれば，低体温のメリットを医療応用することが期待できる。 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

冬眠動物は，冬眠時に極度の低体温となるにもかかわらず，低温に起因する臓器障害が

起こらない。従来から，低温域で発現が亢進し細胞保護作用を発揮する分子として低温シ

ョックタンパク質が知られていた。申請者は，冬眠動物が低体温下で正常な臓器機能を維

持するために，低温ショックタンパク質の細胞保護作用が重要な役割を演じると考え研究

を行った。すなわち本研究の目的は，冬眠動物における低温ショックタンパク質の発現動

態を明らかにすることである。 

実験には，実験室内で比較的容易に冬眠を誘発させることのできるシリアンハムスター

を用いた。代表的な低温ショックタンパク質である Cold-inducible RNA-binding 

protein(CIRP)に着目し，RT−PCR法による解析を行った。第 1章では，平常体温時のハムス

ターにおいて，CIRPホモログを含む複数のスプライシングバリアントが発現していること

を明らかとした。また，冬眠時には選択的スプライシングが変化し，CIRPホモログのみに



 

集約することを明らかとした。この選択的スプライシングの調節は，CIRPタンパク質の発

現を効率よく増加させるために役立つ可能性がある。 

第 2 章では，シリアンハムスターに麻酔薬を用いて人為的に低体温へ誘導する実験によ

って，冬眠時の選択的スプライシングの変化をもたらす主要因は，軽度な低体温であるこ

とを明らかとした。さらに第 3 章では，非冬眠動物であるマウス及びラットにおいても軽

度な低体温に誘導することによって，冬眠様の CIRPの選択的スプライシングを誘導できる

ことを明らかとした。 

これらの結果から，シリアンハムスターは徐々に体温が低下する冬眠導入期に，CIRPの

選択的スプライシングを変化させ，細胞保護作用のある CIRPの発現効率を高めていること

が示唆された。また，マウスやラットにおいても CIRPの選択的スプライシングの変化を誘

導できることから，冬眠動物に固有の機序ではなく，実質的な体温低下が選択的スプライ

シングの変化をもたらす主要因であることが示された。同時に，非冬眠動物にも低体温耐

性をも付与できる可能性が示唆された。低体温耐性機能を付与することができれば，移植

臓器の低温保存法への応用や，心臓や脳手術の際の低体温療法の改良が期待されることか

ら，本研究は意義のある研究であると認められる。 

以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論 

文として十分価値があると認めた。 
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