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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２８年４月１９日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  独立行政法人農業生物資源研究所  

（ふりがな）            おくだ たかし 

職・氏 名  上級研究員 奥田 隆      

 

1. 事 業 名 相手国（ ロシア ）との共同研究  振興会対応機関（ ＲＦＢＲ ） 

2. 研 究 課 題 名  冬眠動物の骨格筋萎縮の制御機構の解明                   

3. 全 採 用 期 間 

平成  ２６ 年  ４ 月  １ 日 ～ 平成  ２８ 年  ３ 月  ３１ 日 （ ２ 年   ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  3,732,255円 

初年度経費  2,104,268円、 ２年度経費  1,627,987円、 ３年度経費     円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額    0 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

石岡 憲昭 

寺田 昌弘 

石原 昭彦 

湊 秋作 

 

栗田華奈 

宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所・教授 

慈恵会医科大学医学部・助教 

京都大学大学院人間・環境学研究科・教授 

関西学院大学教育学部・教授 

(平成 27 年度に参加) 

京都大学大学院人間・環境学研究科・修士課程２年 

(平成 27 年度に参加) 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  ITEB ロシア科学アカデミー・研究室長・Vykhlyantsev Ivan B       
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（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Islamov Rustem 

Tyapkina Oksana 

 

Gusev Oleg 

Petrov Konstantin 

 

Podlubnaya Zoya 

 

Sychev Vladimir 

Kazan Medical University・Professor・教授 

Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences・ 

Senior Researcher・上級研究員 

Kazan Federal University・Assistant Professor・助教 

Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences・ 

Senior Researcher・上級研究員 

Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of Russian 

Academy of Sciences・Laboratory Head・研究リーダー 

Institute of Bio-medical Problems of Russian Academy of 

Sciences・Leading Researcher・主任研究員 

 

6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

平成 26 年度の研究成果： 

日本の研究グループは、冬眠動物における骨格筋萎縮の制御機構を解明するために、ロシアの研究グルー

プと情報交換を行いながら、国内において２実験を行った。１番目の実験では、アフリカヤマネ (n=４) を

用いて筋活動を制限できる小さな飼育ケージ (10.0 cm (縦)×5.0 cm (横)×7.0 cm (高さ)) で３週間にわ

たって飼育を行い、普通の飼育ケージ (31.5 cm (縦)×21.5 cm (横)×14.0 cm (高さ)) で３週間にわたっ

て飼育したアフリカヤマネ (n=４) との間で骨格筋の形態や特性を比較した。その結果、筋活動を制限した

アフリカヤマネでは、骨格筋 (前脛骨筋) が萎縮して、骨格筋の酸化系酵素 (succinate dehydrogenase, SDH) 

活性に減少が認められた。 

２番目の実験では、アフリカヤマネ (n=４/group) を 25℃ (常温) と 15℃ (低温) において４週間にわた

って飼育して、背部の皮膚温と骨格筋 (前脛骨筋) の SDH活性を比較した。その結果、背部の皮膚温は、常

温飼育では 32.0 ± 0.1℃、低温飼育では 17.4 ± 0.5℃であった。常温飼育したアフリカヤマネの前脛骨筋

では、骨格筋と筋線維 (type IIA線維と type IIB線維) において萎縮が認められた。一方、低温飼育した

アフリカヤマネの前脛骨筋では、骨格筋と筋線維ともに萎縮が認められなかった。SDH 活性は、常温飼育で

は 1.86 ± 0.17 mmol/min/mg protein、低温飼育では 2.59 ± 0.15 mmol/min/mg proteinであった。また、

低温飼育した前脛骨筋では、熱ショックタンパク (heat shock protein, HSP) に増大が認められた。 

これらの結果から、アフリカヤマネにおいて筋活動を抑制すると骨格筋の萎縮や酸化系酵素活性の減少な

ど退行的な変化が認められること、一方、低温での慢性的な飼育では酸化系酵素活性が増大することが明ら

かになった。低温飼育による酸化系酵素活性の増大は、低温に対して体を保護するために生じた骨格筋での

適応によるものと推察された。さらに、このような適応には、骨格筋における HSP が関係しているものと推

察された。 

平成 26年 12月にロシアの研究グループ (3名) を日本に招いて、これらの研究成果についての説明を行

い、次年度の研究計画を議論した。さらに、ロシアの研究グループの研究内容と成果についての説明を受け

た。平成 27年 2 月にアフリカヤマネの生活史（休眠現象）を理解するためにアフリカ、マラウィにて野外調

査及び情報収集を実施した。乾季のアフリカヤマネの生息場所（マラウィ北部森林地帯）では夜温が１０℃

以下に下がり、休眠現象の必然性を理解した。 
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平成 27 年度の研究成果： 

平成 26年度の研究成果を受けて、さらにロシアの研究グループとの研究成果の情報交換に基づいて、平成

27 年度 (研究の第２年度・最終年度) は、国内において３実験を行った。１番目の実験では、Wistar 系ラッ

トを用いて筋活動を制限できる小さな飼育ケージ (17.0 cm (縦)×9.6 cm (横)×7.0 cm (高さ)) で３週間

にわたって飼育を行い、普通の飼育ケージ (31.5 cm (縦)×21.5 cm (横)×13.0 cm (高さ)) で３週間にわ

たって飼育したラットとの間で骨格筋の形態や特性を比較した。その結果、筋活動を制限したラットでは、

ヒラメ筋 (遅筋) およびヒラメ筋線維 (type I線維と type IIA 線維) では萎縮が認められなかったが、足

底筋 (速筋) および足底筋線維 (type I線維、type IIA 線維、および type IIB線維) では萎縮が認められ

た。骨格筋の酸化系酵素 (succinate dehydrogenase, SDH) 活性については、ヒラメ筋と足底筋で減少が認

められた。また、遺伝子発現については、ヒラメ筋では PGC-1α mRNA発現量の減少が認められ、足底筋では

PGC-1αの mRNA 発現量の減少と FOXO1 mRNA発現量の増大が認められた。 

２番目の実験では、20匹のアフリカヤマネを用いて、15℃での飼育によりどこまで生存できるのかを検討

した。その結果、低温飼育から５週目までは生存率は 100%、６週目で 90%、７週目で 40%、８週目で 15%に減

少することが明らかになった。 

３番目の実験では、２番目の実験結果を受けて、アフリカヤマネを 15℃の環境で５週間 (生存率 100%) に

わたって飼育し、皮膚温、骨格筋の生化学的および組織化学的な特性を検討するとともに、遺伝子発現を解

析した。その結果、背部の皮膚温は、常温飼育では 31.8℃から 32.0℃、低温飼育では 16.8℃から 17.9℃で

あった。低温飼育したアフリカヤマネの前脛骨筋では、骨格筋、筋線維 (type IIA 線維と type IIB線維) と

もに萎縮は認められなかった。低温飼育したアフリカヤマネの前脛骨筋では、SDH 活性と PGC-1α mRNA の発

現量がともに増大した。 

これらの結果から、アフリカヤマネを低温飼育することによって、骨格筋の有酸素的な代謝能力が増大す

ることが明らかになった。また、有酸素能力の増大には、PGC-1αが関係していることが示唆された。活動量

を制限することによって、アフリカヤマネと同様にラットで骨格筋の萎縮が認められた。したがって、ラッ

トを低温飼育することによりアフリカヤマネと同様に筋萎縮の抑制が認められるものと期待される。これに

ついては、今後の研究で明らかにしていくこととした。 

平成 28 年３月に日本の研究グループ (3 名) が、相手先の研究機関 (ロシア、カザン大学) を訪問して、

これらの研究成果についての説明を行い、研究成果のまとめを行った。さらに、ロシアの研究グループの研

究内容と成果についての説明を受けた。
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

平成 26 年度 

奥田 隆 

 

 

平成 27 年度 

石岡憲昭 

 

 

湊 秋作 

 

 

栗田華奈 

 

平成 27年 2 月 17日～ 

平成 27年 3 月 5日 

 

 

平成 28年２月２８日～ 

平成 28年３月２日 

 

平成 28年２月２８日～ 

平成 28年３月２日 

 

平成 28年２月２８日～ 

平成 28年３月２日 

 

 

マラウィ（マラウィ大学） 

 

 

 

ロシア (カザン大学) 

 

 

ロシア (カザン大学) 

 

 

ロシア (カザン大学) 

計 ４名（延べ人数） 計 29日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

平成 26 年度 

Gusev Oleg 

 

 

Tyapkina Oksana 

 

 

Leniz Nurullin 

 

 

平成 27 年度 

該当なし 

 

平成 26年 12月 15 日～ 

平成 26年 12月 23 日 

 

平成 26年 12月 15 日～ 

平成 26年 12月 23 日 

 

平成 26年 12月 15 日～ 

平成 26年 12月 23 日 

 

京都大学 (京都市) 

 

 

京都大学 (京都市) 

 

 

京都大学 (京都市) 

計 ３名（延べ人数） 計 ２７日 


