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１．背景
１−１．恒温動物と体温調節中枢
哺乳類や⿃類は恒温動物 homeotherm であり、体温を通常の外気温より⾼く維
持している 1,2。多くの環境で外気温は体温より低いため、恒温性 homeothermy
を維持するためには、
（睡眠中などの）安静期も含め、常に体内で熱を作る必要
がある。褐⾊脂肪細胞による熱産⽣や⾻格筋収縮による発熱が主であるが、それ
以外にも、恒温動物は脳、⼼臓、肝臓、腎臓および腸などの内臓からも熱を産⽣
する 2。体内で能動的に熱を産⽣する特性を内温性 endothermy と呼び、恒温動
物は内温動物 endotherm とも呼ばれる。変温動物 poikilotherm（外温動物
ectotherm）である⿂類、両⽣類、爬⾍類の熱産⽣は運動による筋収縮に⼤きく
依存し、また体温は環境温度に強く依存するため、低温下では俊敏な動きが困難
となる 2。恒温動物の体温は約３７℃に常に⼀定に保たれており、常に⽣理機能
を⾼く維持し、活発に活動することが可能になっている。この体温の⽬標値のこ
とを「体温のセットポイント」あるいは「設定温度」と呼ぶ 3。
（なお、設定温度
の定義に関しては諸説あり議論の余地がある 4。本研究においては本研究で使⽤
した実験動物の体温が、環境温度が変化してもその温度に近づこうする、概念的
な値という意味でこの⾔葉を使⽤した。この定義においては、実験動物の平均的
な体温実測値は約３７℃であり、安定した実験環境における体温は約３７℃で
あるため、設定温度は３７℃付近ということになる。
）
恒温（内温）動物は体温を⼀定に保つために、積極的に体内で熱を作る熱産⽣、
および積極的に体内の熱を環境へ逃がす熱放散を⾏う。このような⽣体反応は
脳内の体温調節中枢を司令塔とする中枢神経系により制御されており、恒温動
物の体温調節には、興奮性および抑制性ニューロンから成る複雑な神経回路が
関与している

5,6

。体温調節中枢は視床下部の最前⽅に位置する視索前野

（preoptic area : POA）にあると考えられている
3

5,6

。POA には GABA 作動性

（抑制性）ニューロンが存在し、抑制性の下⽅性投射をしている（Fig. S1a）。こ
のニューロンが体温調節効果器（⽪膚⾎管、褐⾊脂肪細胞、⾻格筋など）を制御
する脳部位へ抑制性に出⼒することで、体温調節に関与する交感神経や運動神
経の出⼒レベルを決めていると考えられている

5,6

。体温制御に関する、POA-

GABA 作 動 性 ニ ュ ー ロ ン が 軸 索 を 送 る 標 的 脳 部 位 に は 背 内 側 視 床 下 部
（dorsomedial hypothalamus : DMH）や延髄淡蒼縫線核 (raphe pallidus : RPa)
が挙げられる。DMH にはグルタミン酸作動性（興奮性）ニューロンが存在し、
RPa に投射して RPa ニューロンの活動を促進させる 5,6。この DMH→RPa 神経
経路が興奮することにより熱産⽣の亢進、および放熱を減少させるための⽪膚
⾎管収縮が促進されるため、体温が上昇すると考えられている。体温調節を⽬的
とした熱産⽣は主に褐⾊脂肪組織と⾻格筋で⾏われる。褐⾊脂肪組織では代謝
性（⾮ふるえ）熱産⽣が⽣じ、⾻格筋ではふるえ熱産⽣（shivering）が⽣じる 6。
暑熱環境においては、POA-GABA 作動性ニューロンによる抑制性シグナルが増
強し、DMH や RPa のニューロンの活動を低下させた結果、熱産⽣の抑制、お
よび⽪膚⾎管拡張による熱放散の促進が⽣じ、体温を下げる⽅向に調節する 6。
寒冷環境においては、POA-GABA 作動性ニューロンによる抑制性シグナルが減
弱し、DMH や RPa が脱抑制され、熱産⽣が亢進し、⽪膚⾎管収縮による熱放
散が抑制され、体温を上げる⽅向に調節すると考えられている 6。
あらゆる環境温度において体温を維持できる恒温性（内温性）は哺乳類、⿃類
に多くの恩恵をもたらしている。地球上における⽣息領域を⼤きく広げること
に起因したことから、恒温性の獲得は恒温動物にとっての⽣態学的成功の１つ
だと考えられている 2。他にも、恒温性は複雑な中枢神経系の発達、酵素反応に
適した環境、および⾼い運動能⼒の獲得に貢献している 2。しかし恒温動物は、
このような多くの利点の反⾯、エネルギー代謝という観点から⼤きな⽋点を有
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している。恒温動物は通常、体温維持に多くのエネルギーを消費しているため、
基礎代謝率 basal metabolic rate が⾼い⽔準で維持され、変温動物よりも遥かに
⾼い基礎代謝を維持し続けなければならない 2。以上のように、われわれヒトを
含めた⼤多数の哺乳類は、体温を⼀定に保つための強固な体温制御機構を有す
る反⾯、体温や代謝を能動的に低下させることはできない。これはすなわち、恒
温動物が⽣存するためには、⾼価なエネルギー経費を常に⽀払い続けなくては
ならないことを意味している。
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１−２．休眠（⽇内休眠と冬眠）
冬季の寒冷や飢餓などのエネルギー源が枯渇する危機的状況に直⾯した際、⾃
ら体温・代謝を低下させることを⽣存戦略とする、驚くべき能⼒をもつ哺乳類が
存在する 7。この⽣理的な低代謝状態は休眠 torpor と総称され、低代謝期間が数
時間程度の休眠は⽇内休眠 daily torpor、１⽇を超える休眠は冬眠 hibernation
（または multiday torpor）と呼ばれる 7‒9。休眠では代謝低下と共に、著しい⾮
活動状態を呈する。⻑い休眠である冬眠では特に、⻑期間にわたり体温・酸素消
費量・⼼拍数・呼吸数などの⽣理的機能が通常では致死的なレベルにまで低下す
るが、通常、何らの組織・機能障害を伴うことなく⾃発的に元の状態に戻る 10。
冬眠では、37℃付近の体温恒常性は⼀時的に解除され、体温のセットポイント
（設定温度）が低下する 11。しかし体温は著しく低下する⼀⽅、体温制御システ
ムは新たに設定されたセットポイントに従って機能しているため、ある⼀定レ
ベルで体温と熱産⽣は適切に維持される 11。すなわち、冬眠は能動的に “制御さ
れている”低代謝状態であり、哺乳類における最も効果的かつ安全なエネルギー
節約機構といわれる

7,11

（冬眠中の冬眠動物は新たに設定されたセットポイント

において恒温性を有しているため、冬眠動物は異温動物 heterotherm とも呼ば
れる 7）
。しかしながら、冬眠現象における脳（主に視床下部）の関与が報告され
てはいるものの 12,13、冬眠動物が代謝を下げる仕組み・体温セットポイントを低
下させる仕組みは全く不明である 13。また、ヒトの代謝を下げることは様々な医
療上のメリットがあるため、特定の化合物を⽤いて低体温状態（torpor-like state）
を誘導する研究が為されている。硫化⽔素やアデノシン受容体アゴニストによ
るマウスやラットの体温を著しく低下させる現象が確認されてはいるが 14,15、こ
れらの化合物や薬剤が引き起こす低体温状態は、冬眠や⽇内休眠とは様々な点
で異なっており、安全な低体温誘導の実現には⾄っていないのが現状である 13。
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冬眠動物にはリス、ヤマネ、ハムスターなど齧⻭類が多く含まれるが 9,11,16、実
験に汎⽤されるマウスやラットは冬眠しない。しかし本研究では、豊富な遺伝⼦
改変ツールを駆使できる利点を鑑み、マウス（Mus musculus）を⽤いた。尚、
本研究で⽤いた研究⽤マウスは、⾷餌がない環境に⻑時間おかれると⽇内休眠
することが古くから知られる 17。近年、近交系マウス（C57BL/6J）の⽇内休眠
の安定な誘導法が確⽴され、マウスを⽤いた休眠研究が加速すると期待されて
いる 18,19。本研究では、このマウス⽇内休眠のことを飢餓誘導性⽇内休眠（fastinginduced daily torpor : FIT）と記載する。マウス⽇内休眠研究においても、⽇内
休眠を誘導し得る化合物や、休眠に関与する脳部位に関する報告はあったが
24

、その詳細なメカニズムは不明であった。
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20‒

１−３．QRFP
QRFP （pyroglutamylated arginine-phenylalanine-amide peptide）は視床下部
に発現する神経ペプチドであり、脊椎動物に広く保存されている 25‒28。QRFP は
オーファン G 蛋⽩共役型受容体の⼀つである GPR103 の内在性リガンドとして
バイオインフォマティクスによって 2003 年に発⾒され 26,27、2006 年にラット脳
より初めて実際に単離・精製された新規神経ペプチドである 28。QRFP を発現す
る神経細胞（Qrfp 産⽣ニューロン）は視床下部に限局して分布しており、その
脳領域には視床下部外側野（lateral hypothalamic area : LHA）や脳室周囲核
（periventricular nucleus of hypothalamus : Pe）、灰⽩隆起（tuber cinereum : TC）
が含まれる 28。齧⻭類（マウス、ラット）の研究において、QRFP の脳室内投与
により摂⾷量、運動量、⾝づくろい⾏動の増加および代謝率、⾎圧、⼼拍数等の
上昇が報告されている

28,29

。Qrfp 遺伝⼦⽋損マウスは少⾷で痩せ型を呈し、⾏

動実験においては不安様⾏動が増加し、運動量が減少する 30。絶⾷時に Qrfp 遺
伝⼦の発現が上昇する知⾒も踏まえ

28

、QRFP は摂⾷⾏動の誘発やエネルギー

代謝の上昇、気分の調節に関わると考えられてきた 25。⼀⽅、⿂類（ゼブラフィ
ッシュ）を⽤いた研究では、QRFP は運動量を低下させ睡眠を誘導すると報告
されている 31。しかし、このように QRFP ペプチドに関する報告は複数あり、
このペプチドが持つ機能は推定されてきてはいるものの、⽣体内において Qrfp
産⽣ニューロンが有する⽣理的機能は不明であった。近年、単⼀のニューロン
（神経細胞）において遺伝⼦は発現しているがタンパク質レベルでの機能はな
い例が報告されている 32。例えば、ドパミンニューロンのマーカーである遺伝⼦
（tyrosine hydroxylase）を発現していたとしても、そのニューロンがドパミンを
神経伝達物質として使⽤しているとは限らず 32、発現する遺伝⼦・神経伝達物質
の情報だけではニューロンの機能を説明できない場合がある。また、多くのニュ

8

ーロンは複数の神経伝達物質を放出してその機能を発揮する。すなわち、QRFP
という「神経伝達物質の機能」と Qrfp 遺伝⼦を発現する「ニューロンの機能」
は必ずしも⼀致しない可能性があることから、Qrfp 産⽣ニューロンがニューロ
ンとして⽣体に及ぼす機能を調べるため、Qrfp 産⽣ニューロンの活動を操作す
る研究を考案した。
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２．⽬的
本研究の⽬的は以下の通りである。
・ ⽣体において Qrfp 産⽣ニューロンが有する機能を特定すること
・ 視床下部視索前野 Qrfp 産⽣ニューロンの操作によって誘導される低代謝状
態における体温制御システムを明らかにすること
・ 上記の冬眠様状態（制御された低代謝状態）を誘導する神経経路および神経
科学的メカニズムを特定すること
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３．結果
３−１．QrfpiCre マウスと QrfpiCre ニューロンの分布

Qrfp 産⽣ニューロンの機能を探索するために、Qrfp プロモータ下で Cre 組換
え酵素が発現する系統である QrfpiCre マウス（新潟⼤学脳研究所モデル動物開発
分野の阿部学准教授、﨑村建司教授との共同研究により作製。参考論⽂にて初公
表）を⽤いた（Fig. 1a）。Cre 酵素が発現する細胞でのみ（Cre 依存性に）tdTomato
レポータータンパク質を発現するマウス系統（Ai9 あるいは Rosa26tdTomato と呼
称）と QrfpiCre マウスを交配させ、QrfpiCre;Ai9 マウスを得て、QrfpiCre ニューロ
ン（tdTomato ニューロン）の脳における局在を確認した（Fig. 1b）。先⾏研究 28
が⽰す Qrfp ニューロンの分布に⼀致して、Cre 活性は Pe、TC、LHA に局在す
ることが確認されたが、視床下部のより前⽅の領域である視索前野（preoptic
area : POA）にも多く存在することが判明した。POA の中でも、特に前腹側脳
室周囲核(anteroventral periventricular nucleus : AVPe)および内側視索前野
（medial preoptic area : MPA）と呼ばれる脳部位に多く確認された。QrfpiCre ニ
ューロンは第三脳室の近傍（AVPe や Pe）に特に多く局在するという点で、特徴
的な分布を⽰した。脳室周囲の上⾐細胞あるいは上⾐細胞様の細胞にも
tdTomato 発現が認められたが、これは従来⽰されていた Qrfp 発現分布とは異
なることから、胎⽣期における⼀過性の Cre 発現に基づく tdTomoto 発現だと
考えられる。視床下部外側野 LHA に局在する QrfpiCre ニューロンはオレキシン
Orexin を共発現することが判明した（Fig. 1c）。視床下部のシングルセル RNAsequencing 解析をした先⾏研究 33 では Qrfp 発現細胞の⼀部は Orexin (Hcrt)を
発現することが⽰されており、これは上記の結果と⼀致する。
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３−２．QrfpiCre ニューロンによる低代謝誘導
次に、⽣体内における QrfpiCre ニューロンの選択的な操作がマウスの⾏動にもた
らす影響を調べるため、DREADD（designer receptors exclusively activated by
designer drugs）法 34 を利⽤する実験系を考案した。DREADD は近年の神経科
学研究において標準的なツールの１つであり、薬剤 CNO（clozapine-N-oxide）
に選択的に反応することで機能を発揮する⼈⼯受容体（改変型ムスカリン性ア
セチルコリン受容体）である hM3Dq あるいは hM4Di を⽤いる。hM3Dq は Gq
サブクラスの G タンパク質に共役するため興奮性に、hM4Di では Gi クラスの
G タンパク質に共役するため抑制性に細胞の活動を操作できる。Cre 依存性に
hM3Dq 受容体（hM3Dq-mCherry）を発現するマウス系統（Rosa26dreaddM3）と

QrfpiCre マウスを交配させ、QrfpiCre ニューロン特異的に hM3Dq-mCherry を発
現 す る マ ウ ス QrfpiCre;Rosa26dreaddM3 マ ウ ス を 獲 得 し た （ Fig. 2a,b ）。

QrfpiCre;Rosa26dreaddM3 マウスの脳においても QrfpiCre;Ai9 マウスと同様な Cre
（hM3Dq-mCherry）の発現パターンが確認できた（Fig. 2b）。このマウスに CNO
を投与し QrfpiCre ニューロンを興奮させ、マウスの⾏動を観察したところ、マウ
スが顕著な不動状態になることが確認された。⾚外線カメラを⽤いてマウスの
表部体温〔通常、マウス表部体温の最⾼値は褐⾊脂肪細胞（brown adipose tissue :
BAT）の付近を指すため、本研究では TBAT（temperature of BAT）と表記してい
る〕を計測したところ、１０時間程度にわたり TBAT が３０度以下にまで低下す
ることが⾒出された（Fig. 2c, d）。逆に、QrfpiCre;Rosa26dreaddM4 マウスを⽤いて

QrfpiCre ニューロンに hM4Di を発現させ、抑制性に操作したところ TBAT に変化
は観られず、無動状態も確認されなかった（Fig. 2c）。また、QrfpiCre アリルをホ
モ接合体でもつ QrfpiCre/iCre;Rosa26dreaddM3 マウスの体温を計測したところ、

QrfpiCre;Rosa26dreaddM3 マウスよりもさらに低い低体温を⽰すことが判明した（Fig.
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2c, d）。 iCre 遺伝⼦は Qrfp のエクソン２領域にノックインされているため

QrfpiCre/iCre マウスでは QRFP が発現しないことから（Fig. 1b）、この低体温は
QRFP ペプチドに依存した現象ではないことが判明した。すなわち QRFP ペプ
チド⾃体はむしろ体温を⾼く維持する機能を持つことが⽰唆され、これは
QRFP が交感神経系の機能を⾼めることを⽰した先⾏研究
いる。
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の結果と⼀致して

３−３．Q ニューロンによる⻑時間かつ著しい低代謝誘導（QIH）
脳に存在する QrfpiCre ニューロン全体を興奮させると低体温状態になる興味深
い知⾒は得られたが（Fig. 2c）、脳のどの部位に局在するニューロンが低体温誘
導の責任ニューロンかは不明であった。そこで、ここからは FLEX（flip-excision）
スイッチを⽤いた AAV（adeno-associated virus アデノ随伴ウイルス）ベクター
35

を使って、脳の⼀部に局所的に Cre 依存性タンパク質を発現させる実験系を

⽤いた。はじめに、蛍光タンパク質 GFP（Green Fluorescent Protein）を Cre 依
存性に発現させる AAV（AAV2/9-hSYN-DIO-GFP）を QrfpiCre マウスの脳に限局
投与する実験を⾏なった。視床下部の前⽅（POA を含めた脳領域）に投与する
と、AVPe および MPA（AVPe/MPA）や Pe に顕著な GFP シグナルが検出され
た（Fig. 3a）。次に、この領域の QrfpiCre ニューロンの機能を調べるため、Cre 依
存性に hM3Dq を発現させる AAV（AAV10-EF1α-DIO-hM3Dq-mCherry）を
AVPe/MPA に投与した QrfpiCre マウス（以降、Q-hM3D と表記）を⽤意し、CNO
投与前後の TBAT を計測した。QrfpiCre;Rosa26dreaddM3 マウスと同様、Q-hM3D マ
ウスは顕著に低い TBAT を⽰したが、Q-hM3D マウスの⽅がさらに深く⻑期間の
低体温状態を⽰すことがわかった（Fig. 3b）。低体温状態は少なくとも１⽇以上
続き、すべての個体が正常な状態に⾃発的に戻ることが観察された。この低体温
状態は休眠（torpor あるいは quiescence）に似ていることから、低体温を誘導
するこのニューロン（AVPe/MPA 領域に局在する QrfpiCre ニューロン）を Q ニ
ューロン(Quiescence-inducing neurons : 休眠誘導ニューロン)と名付けた（Fig.
3a）。すなわち、この実験により QrfpiCre ニューロンの中でも低体温誘導する機
能を持つ亜集団−Q ニューロン−の特定に成功した。神経活動マーカーである
Fos（神経活動依存的に発現される最初期遺伝⼦の１つ）を免疫化学染⾊で可視
化し、Q ニューロンの活動を確かめたところ、CNO 投与 Q-hM3D マウス群で
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は約 90%の Q ニューロンが Fos を発現していた（Fig. 3c）。⼀⽅、Saline（⽣理
⾷塩⽔：CNO の溶媒）投与 Q-hM3D マウス群、ならびに CNO 投与 Q-mCherry
（AAV10-EF1α-DIO-mCherry が AVPe/MPA に投与された QrfpiCre マウス）群
の２つの対照群では 10%に満たなかったことから、CNO により Q ニューロン
が興奮したことが確認された（Fig. 3c）。
次に、Q-hM3D マウスの代謝を評価するため、酸素消費量（VO2 : the rate of
oxygen consumption）を計測した（Fig. 3d）。なお、VO2 測定⽤チャンバーは密
閉され、⾚外線を通さない素材で構成されているため、⾚外線カメラによる TBAT
測定は不可能である。そこでテレメトリー温度計測装置をマウスの腹腔内に留
置し、マウスの深部体温（TB : temperature of core body）を同時に測定した（Fig.
3d）。CNO 投与前あるいは Saline 投与後では TB、VO2 共に変動は観られなかっ
たものの、CNO 投与直後から Q-hM3D 群の TB、VO2 が共に急激に低下した
（Fig. 3e）。⼀⽅、２つのコントロール群（Q-mCherry 群および LHA 群（AAV10EF1α-DIO-hM3Dq-mCherry を LHA に限局投与された群））では⽬⽴った変動
は確認されなかった（Fig. 3e）。Q-hM3D マウス群では TB は約 24℃、VO2 は通
常時の約 20%にまで減少し、この低体温・低代謝状態が少なくとも１⽇以上持
続されること、並びに⼀週間後にはすべての個体が⾃発的に元の状態に回復す
ることがわかった。Q ニューロンにより駆動されたこの低体温・低代謝状態を
Q neuron-induced hypothermia and hypometabolic state (QIH)と名付けた。
なお、本項および以降に記載される全ての酸素消費量（代謝）計測実験データ
は、理化学研究所⽣命機能科学研究センターBDR の砂川⽞志郎博⼠との共同研
究によるものである。筆者が BDR へ実際に訪れ、全ての動物個体の AAV ⼿術・
脳サンプリングを施し、可能な限り代謝測定実験も遂⾏しつつ、代謝測定実験の
⼤多数は共同研究者が遂⾏したものである。
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３−４．QIH における⾝体的徴候の変化
続いて、QIH における他の様々な⽣理的機能を調べる実験を⾏なった。QhM3D マウスを⽤いて、QIH 前後において VO2、⼼拍数（heart rate : HR）、呼
吸数（respiratory rate : RR）、脳波（electroencephalogram : EEG）、を同時に計
測した。HR は毎分 573→197 回(正常→QIH)に顕著に減少し、⼼拍変動のパラ
メータである LF（低周波）および HF（⾼周波）の値には⼤きな変化は⾒られ
なかった（Fig. 4a）。RR は毎分 343 回→検知不可の⽔準にまで減弱すること、
すなわち呼吸が顕著に浅くなることが判明した（QIH 時の RR 回数は微弱なた
め検出に失敗したが、胸郭の動きは⽬視で確認でき、回数は毎分８０回程度に減
少していた）
（Fig. 4a）。EEG ではシグナルの強さ（mV）が減弱し、周波数（Hz）
も減弱した。これは⽣理的な睡眠時（ノンレム睡眠やレム睡眠）や覚醒時で観ら
れる典型的な EEG36,37 とは全く別の容態であった（Fig. 4b）。QIH 時の EEG は、
全⾝⿇酔下（イソフルランによる吸⼊⿇酔）や 5-AMP 等の薬剤による低体温状
態において観察される EEG37 に類似していた。また、マウス⽇内休眠との⽐較
をするため、QIH を誘導する前に飢餓誘導性⽇内休眠（fasting-induced daily
torpor : FIT）を誘導し同様に計測した。FIT では低代謝時間は短いものの、深
い低代謝中の RR と EEG は QIH と同等な値を⽰した（Fig. 4a,b）。⼀⽅、HR は
毎分 338 回となり、減少幅は QIH よりも FIT の⽅が少ない結果となった（Fig.
4a,b）。
次に、QIH における⾎液の⽣化学的徴候を調査すべく、⼼採⾎および⾎液⽣
化学検査を⾏った。Q-hM3D-Saline 群、Q-hM3D-CNO 群（QIH）、Q-mCherryCNO 群、⽇内休眠群（FIT）、通常飼育群を⽤意した（Fig. 4c）。QIH 群および
FIT 群においてケトン体（T-KB）が上昇しており、QIH の⽅が軽い上昇であっ
た。クレアチンキナーゼ（CK）およびアスパラギン酸アミノ基転移酵素（AST）
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は FIT の⽅が⾼値を⽰した（Fig. 4c）。⾎糖および⾎中ナトリウム濃度は QIH
群においてのみ低下していた。これはおそらく、交感神経活動が低下し糖新⽣な
どが減少していることが原因だと考えられる。他の指標では顕著な差が認めら
れなかった。
次に、別の Q-hM3D マウスを⽤いて、QIH 前後における摂⾷量、体重、⾃発
運動量を計測した。Saline 投与ではこれらの指標に変化は出なかったものの、
QIH 誘導後には摂⾷量、⾃発運動量が著しく減少し、特に QIH 誘導後１⽇間で
は共に検出されなかった（Fig. 5a）。体重は QIH 誘導後 1 週間かけて徐々に低
下したものの、摂⾷量および⾏動量が増えるにつれて徐々に回復し、約 2 週間
後には QIH 誘導前の⽔準と同程度まで回復した（Fig. 5a）。
次に、Q-hM3D マウスと Q-mCherry マウス（対照群）を⽤いて、QIH 後の
⾏動や組織における異常の有無を調査した。⾏動実験として、オープンフィール
ドテスト（運動量）、新奇物質認識テスト（記憶⼒）、⾼架式⼗字迷路（不安）、
ロータロッドテスト（運動協調性）、尾懸垂テスト（うつ⾏動）を実⾏した。両
群のマウスに CNO を投与し、Q-hM3D 群に QIH 誘導が確認され、⼗分回復
した後（CNO 投与の 2 週間後）に上述のテストバッテリーを⾏なった（Fig. 5b）。
個体差が多く確認されたが、どの⾏動実験においても両群に顕著な差は観られ
なかった（Fig. 5c,d）。脳、⼼臓、腎臓、肝臓、筋⾁（ヒラメ筋）をサンプリン
グし、HE 染⾊を⽤いて組織を観察したところ両群に差は観られず、⽬⽴った組
織傷害も確認されなかった（Fig. 5e）。また、QIH から回復した個体を⽤いて再
び CNO を投与する実験を⾏なったところ、同様の QIH が再現されることも確
認された（Fig. 5f）。以上の結果より、QIH 中には様々な⽣理的機能や⾝体的指
標が⼤きく減弱するものの、低代謝状態から回復したマウスの⾏動および組織
には悪影響を及ぼさないことが⽰唆された。
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３−５．QIH における体温制御システム
QIH マウスが顕著な低体温を⽰し、30℃以下の低体温を 1 ⽇以上維持した後
に⾃発的に回復した結果は、通常の 37℃付近に体温を保つ機構が⼀時期的に解
除されていることを⽰唆した。⾚外線カメラによる熱画像データ（Fig. 3b, 画像
0.5 h）では、マウスの表部体温（TBAT）は減少しているにも関わらず、QIH 導
⼊初期に尻尾温度は上昇していることが観察された。齧⻭類の尾部の温度上昇
（放熱）は⼀般に、暑熱環境へ暴露された時、あるいは⼼理的ストレスによって
体温が上昇した時に、積極的に熱を体外に放出するための適応反応として観察
される

38

。重要なことに、QIH 誘導時の環境温度は温度管理チャンバーによっ

て⼀定に保たれているため、上述の現象は、マウス個体における体温制御の仕組
みが Q ニューロン興奮によって変容したこと⽰唆した。具体的には、体温のセ
ットポイントが下⽅に再設定されている可能性を⽰唆するものであった。しか
し、尻尾（末梢組織）からの放熱は、全⾝⿇酔などによって脳機能が抑制され受
動的に体温が低下する時にも⽣じる。そこで、QIH における詳細な体温制御機
構を探るべく、様々な外気温（環境温度）を設定し QIH 中の TB・VO2 の変動を
観測した。
様々な外気温を設定してマウスの TB・VO2 を計測し、構築した体温制御システ
ムの数理モデルに適⽤することで、体温制御に関するパラメータの推定が可能
となる 18,19。すなわち、通常時と QIH 時の TB・VO2 をモデルに適⽤することで
QIH における体温制御ネットワークの特性を知ることができる（Fig. 6c）。哺乳
類の体温は通常は⼀定に保たれており、熱を放出する放熱系（Qout）と、熱を産
⽣する産⽣系（Qin）がバランスをとることで恒常性を保つ。動物が不動（⾮活
動）状態かつ代謝が安定している時、全てのエネルギー（VO2）を熱産⽣に⽤い
ると仮定すると、３つのパラメータ：熱コンダクタンス（G）、熱産⽣感度（H）
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および設定温度（reference of body temperature : TR）の概算値が推定可能にな
る 18,19（G は体外への熱の抜け易さの指標、H は設定温度 TR と体温 TB の温度差
に対してどれだけ熱産⽣を⾏うかの指標である（Fig. 6c））。様々な環境温度
（ambient temperature : TA）における動物の実測値 TB・VO2 を、以下の等式
① Qout = VO2 = (TB-TA)G
② Qin = VO2 = (TR-TB)H
に適⽤することで、G および H、TR を求めることができる

18,19

。冬眠動物（リ

スやマーモット）は TR と H の両⽅を極端に下げることで安定した、かつ著しい
低代謝を実現している

39

。⼀⽅、飢餓誘導性⽇内休眠（FIT）マウスでは TR は

ほとんど低下せず、H を冬眠動物と同等に下げることで低体温を惹起すること
が報告されている

18,19

。つまり冬眠と⽇内休眠では体温制御機構に違いがある。

ここでは、QIH における体温制御機構を解析するため、４℃毎に７条件の環境
温度 TA（8、12、16、20、24、28、32℃）を設定し QIH を誘導した。各々の TA
に対して Q-hM3D マウスを各々⽤意し、Saline および CNO 投与前後の TB・
VO2 を観測した（Fig. 6a）。Normal（正常時）には Saline 投与１〜１２時間後
（１１時間）の平均データを、QIH（QIH 時）には CNO 投与１〜１２時間後
（１１時間）の平均データを⽤い、各々の TA 毎に TB・VO2 をプロットした（Fig.
6b）。正常時では、いかなる TA においても TB は限られた範囲の数値(35~38℃程
度)を⽰し、TA が減少するにつれて VO2 が上昇したことから、マウスという⼩型
哺乳類にも恒温性が備わることが確認された。ところが QIH 時では、TA = 16℃
までは TA が下がる毎に TB も低下したが、TA = 8, 12℃では TB が上昇し、付随
して VO2 も亢進した（Figs. 6b, 7c）。TA が 16~24℃においてのみ、TB・VO2 が
単調に変化（TA が増加すると TB が単調増加、VO2 は単調減少）したことから
（Figs. 6b, 7c）、このデータと等式①②を⽤いて体温制御パラメータ G、H、TR
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を推定した（Figs. 6c）。実測値を⽤いて推定されたデータを８９%最⾼事後密度
分 布 （ highest-posterior-density interval : HPDI ） を ⽤ い て ⽰ し た （ 以 後 、
89%HPDI は[]内の数字で表記する）。熱コンダクタンス（G）は正常時[0.212,
0.221] ml/g/h/℃、QIH 時[0.182, 0.220] ml/g/h/℃となり、G は正常時と QIH
で同等であった（Fig. 6d-f）。つまり TA=16~24 においては、QIH マウスは熱を
逃がさない（⽪膚⾎管を収縮させ放熱を抑制する）⾏動は⽰していないことが判
明した。⽇内休眠マウスでは G が低下することから 18,19、⽇内休眠と QIH では
異なる体温制御機構が働いていることが⽰された。熱産⽣感度（H）は正常時
[3.43, 8.72] ml/g/h/℃、QIH 時[0.181, 0.369] ml/g/h/℃と推定され、正常時に
⽐べ QIH 時の H の中央値は 95.3%減少した（Fig. 6g-i）。つまり QIH マウスは
熱産⽣量を著しく低下させていることが判明した。設定温度（TR ）は正常時
[36.04, 36.60] ℃、QIH 時[26.83, 29.13] ℃と推定された（Fig. 6g,j）。正常時に
⽐べ QIH 時の TR の中央値は 8.41℃低い値を⽰し、TR の差（ΔTR）の事後分布
は[7.18, 9.57] ℃となったことから（Fig. 6k）、QIH における TR の減少が実証
された。マウスの⽇内休眠においては TR がほぼ減少しないことを考慮すると 18,19、
⽇内休眠と QIH は異なる低代謝状態だと考えられる。また恒温動物における TR
低下は冬眠状態におけるユニークかつ顕著な特徴であることから
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、以上の結

果は、QIH は冬眠に近い状態だと考え得る可能性を⽀持している。
次に、QIH における TR 低下を⽀持する更なる証拠を得るべく、TA が変動した
際に現れるマウス姿勢と代謝変容の関係性を調べた。同⼀の QIH マウスにおい
て QIH を TA=28 で起こした後、４時間毎に 28→20→12→28℃と TA を劇的に
変化させ、マウスの⾏動（姿勢）および TB・VO2 を同時に観察した(Fig. 6l)。ま
た、マウス⽇内休眠 FIT との差異を調査すべく、QIH 誘導の前に⽇内休眠を⽣
じさせた。QIH 誘導の前は常時 TA=28 とした(Figs. 6l, 7a,b)。TA=28 における
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QIH マウスは四肢および⾝体を伸展させる体勢を呈した(image D in Fig. 6l)。
この姿勢は、暑い環境にさらされた動物が⼀般に⽰す、熱を放散させようとする
姿勢に酷似していた。またこの姿勢は、⽇内休眠時にマウスが呈す（頭を床につ
けず、状態を起こして丸まって座る）姿勢（sitting posture）とは明らかに異な
っており(image B in Fig. 6l)、姿勢の観点からも QIH と⽇内休眠との差異が証
明された。なお、正常状態のマウス（安静時）では頭を床につけ横になる姿勢を
とる(image A,C in Fig. 6l)。TA=28 では、QIH マウスの TB は約 30℃となり VO2
も単調に減少した。TA=20 における QIH マウスは TA=28 時と同様に伸展かつ
不動状態を呈し続け、TB は約 22℃へと減少し VO2 も単調に減少した。TA=12 に
なると、驚くべきことに、QIH マウスは⾝体を起こし座る姿勢をとり、shivering
（ふるえ熱産⽣）40 に類似した⾏動も観察された(image E in Fig. 6l)。TB は 22℃
付近に維持され、VO2 は上昇した(Figs. 6l, 7a, b)。TA=28 に環境温度を戻すと、
QIH 誘導初期に観察された姿勢(image D in Fig. 6l)を再び呈し(image F in Fig.
6l)、この時点で QIH 誘導（CNO 投与）から 24 時間以上経過しているものの
低代謝は持続された。その後、全ての個体が正常状態に戻ることが確認された。
この⼀連の結果は、QIH では TR が減少し体温が著しく低下しているにも関わら
ず、環境温度変化に対応する⾝体的機能が依然として制御されたままである、と
いうことを⽰している。冬眠動物でも、環境温度 TA がある⼀定のレベルを超え
て低下すると、外気温変化を中枢神経系が察知し、代謝 VO2 を上昇させ体温 TB
をある⼀定のレベルで維持する現象が観察される
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。この機能的な低代謝状態

は冬眠中の哺乳類特有の現象であることから、QIH は冬眠の様に制御された低
体温・低代謝状態であると推察される。
次に、野⽣型マウスを⽤い、同じ条件（Figs. 6l, 7a）で環境温度を変化させ
TB・VO2 を計測した。どの環境温度下においても TB は常に 35-39℃以内に維持
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された反⾯、VO2 は環境温度が下がるにつれて⾼い値を⽰した（Fig.７d）。この
結果は、⼩型哺乳類であるマウスにも強固な恒温性が備わることを端的に⽰し
ていると同時に、QIH で観察された現象と顕著に異なることから、QIH で⽣じ
る体温セットポイントの低下、つまり代謝制御機構の変容を際⽴たせる観察と
いえる。
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３−６．制御されていない低代謝（全⾝⿇酔）
哺乳類の体温は恒温性という特殊な性質によって維持されている。この機能は
中枢神経系によって能動的に制御されているため、恒温動物の体温は脳機能が
抑制された場合において容易に失調となる。体温制御機構が停⽌すれば、体温は
受動的に環境温度に近づいてしまう
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。QIH という低代謝が制御された状態で

あることを強調させるため、全⾝⿇酔を⽤いて−脳機能の抑制による−受動的
な低体温を誘導する実験を⾏った。吸⼊⿇酔薬であるイソフルランを使⽤し、マ
ウスを⿇酔状態に誘導し TB・VO2 を計測した（Fig. 8）。イソフルランに暴露さ
れたマウスは即座に不動状態となり、TB は徐々に減少し、それに伴い VO2 も減
少した（Fig. 8a）。⿇酔下において体温調節機構が機能的かどうかを確認すべく、
環境温度を低下させたところ、マウスの TB は単調に減少し、VO2 も単調に減少
した（Fig. 8a）。重要なことに、⿇酔後に不動状態を⽰したマウスは、環境温度
がどんなに低下しても姿勢を⼀切変化させなかった（Fig. 8b）。つまり全⾝⿇酔
では体温や代謝率は確かに低下する⼀⽅、環境温度変化に対する適応反応が観
られなかったことから、全⾝⿇酔における低体温は受動的な現象であることが
⽰された。以上の結果は、体温代謝制御の観点から QIH と全⾝⿇酔は全く異な
る低代謝状態であることを⽰しており、QIH が能動的な低代謝状態であること
をより強調する結果といえる。
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３−７．Q ニューロンの標的神経核
続いて QIH の神経科学的メカニズムを追った。QIH を誘導する詳細な神経制
御機構を探るべく、まずは Q ニューロンが軸索を送る脳部位の特定を試みた。
AAV2/9-hSYN-DIO-GFP（Fig. 3a 参照）を QrfpiCre マウスの AVPe/MPA、Pe 領
域に投与した結果、同領域に GFP 陽性ニューロンの細胞体が確認された（Fig.
9a,b）。全脳における軸索（GFP 陽性神経線維）を探索したところ、終板脈管器
官（vascular organ of the lamina terminalis : VOLT）、AVPe、MPA、腹側外側視
索前野（ventrolateral preoptic area : VLPO）、視床下部室傍核（paraventricular
hypothalamus : PVN）、視索上核（supraoptic nucleus : SON）、背内側視床下部
（ dorsomedial hypothalamus : DMH ）、 結 節 乳 頭 体 核 （ tuberomammillary
nucleus : TMN）、内側乳頭体核（medial mammillary nucleus : MM）、⽔道周囲
灰⽩質（periaqueductal gray : PAG）、外側腕傍核 （lateral parabrachial nucleus :
LPB）、⻘斑核（locus coeruleus : LC）、延髄淡蒼縫線核 (raphe pallidus : RPa)、
吻側延髄腹外側部（rostroal vetrolateral medulla : RVLM）において強い GFP の
シグナルが検出された（Fig. 9c）
。これは Q ニューロンによる軸索投射が視床下
部、中脳、延髄を含めた脳の広範囲に及ぶことを⽰している。これまでの結果か
ら Q ニューロンは体温制御機能を有すると考えられるため、軸索が多く投射さ
れているかつ体温制御に重要だと報告のある神経核である DMH および RPa に
着⽬した（Fig. 10a,b）。DMH と RPa は共に熱産⽣を促進させる神経核だと考
えられている 6,43,44。
Q ニューロンが DMH および RPa を介して体温低下を誘導しているか検証す
べく、光遺伝学 optogenetics を⽤いて軸索投射先を特異的に光刺激する実験を
⾏った。SSFO（stabilized step function opsin）は⻘⾊光に反応し、⼀度の刺激
でニューロンを約３０分間にわたり脱分極（興奮）させることができる改変型光
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感受性オプシンである

45

。光遺伝学は神経科学おいて⽋かせない標準的なツー

ルであるが、⾼出⼒のレーザーによる光刺激は刺激部位の温度を上昇させニュ
ーロンの活動を変化させてしまうことが近年危惧され始めている 46。SSFO は 1
秒の刺激で⻑時間効果が持続するオプシンであり、温度を直接感知するニュー
ロンが存在すると考えられている POA 付近の刺激に適しているため、体温制御
に関する先⾏研究
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に則り本研究では SSFO を⽤いた。AAV10-EF1α-DIO-

SSFO-EYFP を QrfpiCre マウスの AVPe/MPA に投与した（以降、Q-SSFO マウ
スと表記する）マウスを⽤意し、光ファイバーを留置する位置によって群分けを
した（Fig. 10b）。光ファイバーを AVPe/MPA 直上に両側に留置した群を AVPe
（細胞体）、光ファイバーを DMH 直上に両側に留置した群を DHM、単⼀の光
ファイバーを RPa 直上に留置した群を RPa とした。コントロール群としては、
AAV2/9-hSYN-DIO-GFP を投与し AVPe/MPA の両側に光ファイバーを留置し
た QrfpiCre マウスを⽤いた（Fig. 10b）。まず、光刺激により QIH が再現される
か確かめるべく、AVPe 群に対して⻘⾊（波⻑：473 nm）レーザーを⽤いて光刺
激したところ、環境温度（２２℃）の約２℃程度⾼い著しい低体温状態を呈した
（Fig. 10c-e）。DMH 群では AVPe 群と遜⾊ない低体温を⽰した。RPa 群では
２℃程度の体温低下にとどまり、次の刺激の前には正常体温まで回復すること
が判明した（Fig. 10c,d）。尻尾の温度 Ttail を観察したところ、Q-SSFO の３群全
てにおいて温度上昇（放熱）が確認され、RPa 群の Ttail は AVPe、DMH 群と同
等に上昇することがわかった（Fig. 10f）。以上の結果から、QIH を誘導するた
めの Q ニューロンの主要標的神経核は DMH であること、および RPa を介する
体温低下誘導経路も存在することが判明した。加えて、Q ニューロンが DMH
に直接作⽤していることをより強く⽰すため、⻩⾊光（波⻑：589 nm）レーザ
ーを⽤いた抑制実験も⾏った〔SSFO は⻘⾊光（波⻑：473 nm）によって脱分極
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（興奮）し、⻩⾊光（波⻑：589 nm）によっては過分極（抑制）される性質を
持つ 45〕。DMH 群を⽤い、⻘⾊レーザーによる体温低下が⾒られた後（刺激の
3 分後）に⻩⾊レーザーを照射したところ、体温低下が急激に抑制され正常体温
まで回復する結果が得られた（Fig. 10g）。SSFO の特性を⽣かしたこの結果は、
Q ニューロンが DMH に作⽤している結果をより強く⽀持するものである。
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３−８．QIH を誘導する責任神経伝達物質
⼀般に、中枢神経系の多くのニューロンはグルタミン酸あるいは GABA（γaminobutyric acid）を神経伝達物質として⽤い、シナプス後細胞へ情報を伝達す
る。成熟ニューロンではグルタミン酸は興奮性、GABA は抑制性の効果を持つ。
Q ニューロンの特性を調べるため、vesicular glutamate transporter 2 (Vglut2 ま
たは Slc17a6 と呼ぶ)と vesicular GABA transporter (Vgat または Slc32a1 と呼
ぶ)を興奮性、抑制性それぞれのマーカーとし in situ hybridization（ISH）を⾏
なった。Q-hM3D マウスを⽤いて QIH 誘導を確認した後、脳をサンプリング
し、マーカー遺伝⼦に対する ISH を⾏った後に免疫組織化学染⾊を⽤いて Q ニ
ューロン（hM3Dq-mCherry 陽性細胞）を可視化した。Vglut2 陽性 QE(excitatory)
ニューロンが 77.9%、Vgat 陽性 QI(inhibitory)ニューロンが 7.2%、Vglut2 およ
び Vgat ⼆重陽性 QH(hybrid)ニューロンが 14.9%という結果となった(Fig. 11a)。
すなわち⼤多数の Q ニューロンは興奮性であること、Q ニューロンの中には興
奮性・抑制性が共存していることが分かった。また、この割合は AVPe/MPA の
どの冠状⾯(Fig. 3a,c 参照)においてもほぼ同⼀であり、３種類の Q ニューロン
の局在はランダムに混在していた(Fig. 11a)。マウス POA 領域のシングルセル
RNA 解析をした先⾏研究
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によると、31,299 個中 12 個の細胞が Qrfp 陽性で

あり、そのうちの７個が Vglut2 陽性、４個が Vgat 陽性であることから、本研究
の結果はこの研究と⽭盾しない。
次に、QIH 誘導のために Q ニューロンが⽤いる神経伝達物質を確かめるべく、
コンディショナルノックアウトマウス（cKO マウス）を⽤いた実験を考案した。

Vglut2 あるいは Vgat の発現を Cre 依存的に抑制する flox マウス（Vglut2 flox あ
るいは Vgat flox マウス）を QrfpiCre マウスと交配させ、QrfpiCre; Vglut2 flox/flox マウ
スと QrfpiCre; Vgat flox/flox マウスを得た(Fig. 11b)。トランスポーターである Vglut2
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および Vgat が発現しない場合、グルタミン酸あるいは GABA のシナプス⼩胞
への輸送が⾏われないため、それぞれを神経伝達物質として使⽤できなくなる。
すなわちこのマウスを⽤いることにより、Q ニューロンに限定したグルタミン
酸放出抑制あるいは GABA 放出抑制が可能となる。２種類の cKO マウスの
AVPe/MPA に AAV10-EF1α-DIO-hM3Dq-mCherry を局所投与し、Q-Vglut2 fl/flhM3D マウスおよび Q-Vgatfl/fl-hM3D を得た(Fig. 11b)。コントロール群として
は Q-hM3D ならびに Q-mCherry を⽤いた（ともに flox マウスとの交配無し）。
4 マウス群と⾚外線カメラを使⽤し、CNO 投与前後の TBAT を測定し以下の結果
を得た(Fig. 11c,d)。Q-Vglut2 fl/fl-hM3D (Vglut2 ⽋損群：Q ニューロン選択的に
グルタミン酸の放出が抑制される群)では４℃程度の体温低下が⾒られたもの
の、３時間後には体温が戻り始め、約８時間後には正常体温にまで回復した。⼀
⽅、Q-Vgat fl/fl-hM3D (Vgat ⽋損群：Q ニューロン選択的に GABA の放出が抑
制される群)では投与後３時間程度までの期間の温度低下は⽐較的遅いものの
最終的には通常 QIH 群（Q-hM3D）と同程度の低体温（約２４℃）を⽰した。
以上より、QIH 誘導・維持において Q ニューロン由来のグルタミン酸放出が不
可⽋であること、および QIH 誘導には GABA 作動性神経伝達も⼀部関与して
いることが⽰された。
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３−９．Q ニューロンの⼊⼒系
狂⽝病ウイルス（Rabies virus : RV）によるトランスシナプス標識法を⽤いて、
Q ニューロンの上流のニューロン（⼊⼒系）を調べた 49。RV はシナプスを超え
て逆⾏性に感染するウイルスであるが、遺伝⼦⼯学的に改変された型（組換え型
偽型化）を⽤いることにより、標的とする Cre 発現ニューロンから 1 段階だけ
上流のシナプス前細胞の標識が可能になる

49‒51

。 ま ず 、 QrfpiCre マ ウ ス の

AVPe/MPA に AAV10-DIO-TVA-mCherry と AAV10-DIO-RG を限局投与した。
AAV 由来の遺伝⼦発現後、同じ箇所に改変型 RV：SADΔG-GFP(EnvA)を限局
投与した。RV 由来の遺伝⼦発現後、脳をサンプリングし全脳において⼊⼒細胞
を探索した(Fig. 12a)。改変型 RV である SADΔG-GFP(EnvA)は、EnvA によっ
て偽型化されているため通常の哺乳類の細胞には感染できない

49,50

。また

glycoprotein(G)が GFP に置換された G 遺伝⼦⽋損型でもあるため、シナプス
前細胞に感染することもできない

49,50

。EnvA の受容体として機能する TVA の

発 現 細 胞 に の み SADΔG-GFP(EnvA) は 感 染 で き 、 そ の 細 胞 が rabies
glycoprotein (RG)が発現している場合にのみシナプス前細胞（上流）へと感染
できる。シナプス前細胞は RG を発現しないため、それより上流に感染が広が
ることはない。すなわち、TVA-mCherry と GFP の⼆重陽性細胞が starter cell
であり、GFP 単独陽性細胞が Q ニューロンの上流のニューロン（⼊⼒細胞）で
ある。
（なお、Q ニューロンは TVA-mCherry によって可視化されるが、全ての
Q ニューロンが starter cell になるとは限らない。）３種類のベクターが投与され
た AVPe/MPA において、mCherry＋GFP ⼆重陽性細胞が多数確認された(Fig.
12b)。全脳において探索した結果、GFP 単独陽性細胞は VOLT、AVPe、MPA、
腹内側視索前野（ventromedial preoptic area : VMPO）、正中視索前核（median
preoptic area : MnPO）、VLPO、PVN、Pe および TC において発現が確認され
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た(Fig. 12c)。⼊⼒細胞の⼤多数は AVPe/MPA の近傍や脳室周囲に存在した。
この結果は、Q ニューロンを制御する介在ニューロンが近傍に局所的に存在す
ることを⽰している。おそらく、Q ニューロンは脳の広範囲の神経核から制御
を受けるのではなく、POA 内の AVPe/MPA、Pe のニューロン群と回路を形成
し制御されていると考えられる。以上より、Q ニューロンの⼊⼒系は視床下部
に限定され、特に近接する POA 領域からの局所的な⼊⼒を多く受けていること
が判明した。
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３−１０．体温調節ニューロンと Q ニューロンの関係
視索前野 POA が体温制御に重要であることはよく知られた知⾒である 6,52。近
年、体温制御に関与する POA ニューロン群の遺伝⼦マーカーが多く報告されて
いる 47,53‒59。特に、体温を低下させる POA ニューロンのマーカーの有⼒な候補
として pituitary adenylate cyclase-activating peptide (PACAP)と brain-derived
neurotrophic factor (BDNF)が報告された 47。PACAP と BDNF はほぼ完全に共
発現し、暑熱環境において発現が亢進する 47。暑熱環境で神経活動が亢進するこ
と、およびその活動上昇により体温低下をもたらすことから PACAP/BDNF ニ
ューロンは熱感受性ニューロンであると報告された 47。また、プロスタグランジ
ン E2 の受容体の１つである prostaglandin EP3 receptor (Ptger3、以降 EP3R と
呼称)も体温制御マーカーの１つとして確⽴されている

5,6,60

。病原体の感染が起

こると体内でプロスタグランジン E2 が産⽣され、視床下部の視索前野 POA に
局在する EP3R ニューロンに抑制性に作⽤する。この機序が発熱を促すと考え
られている 5,6,60。EP3R 陽性 GABA 作動性ニューロンの抑制性シグナルが DMH
および RPa の熱産⽣促進ニューロンを直接抑制することにより体温低下が⽣じ
ると考えられているため、EP3R ニューロンの抑制が体温上昇を促すという機序
である 5,6,60。Q ニューロンにおける、これらの体温制御に重要なマーカーの発現
を調査すべく、Fig. 11a と同様な⼿法で Adcyap1（PACAP の遺伝⼦名）、Bdnf、

Ptger3 の ISH を実⾏し以下の結果を得た(Fig. 12d,e)。Q ニューロン全体の内、
PACAP / BDNF ニューロンが 79.8%、EP3R ニューロンが 74.9%を占めること
が判明した。PACAP/BDNF ニューロンの中では Q ニューロンの割合が 19.5%、
EP3R ニューロンの中では 35.0%となった。⼤半の Q ニューロンに EP3R が発
現している結果は、Q ニューロンがプロスタグランジン E2 によって抑制され、
発熱を促す可能性を⽰唆している。しかし、hM4Di を⽤いた抑制性 DREADD
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では体温（TBAT）に対する影響が確認されなかったことから（Fig. 2c）、Q ニュ
ーロン（⼀部の EP3R ニューロン）を抑制しても発熱が⽣じない可能性も考え
られる。今後の課題として、深部体温計測や、AAV 局所投与による Di-DREADD
実験などが挙げられる。
以上より、Q ニューロンの多くは既知の体温制御ニューロンと重なること、な
らびに Q ニューロン集団は既知の体温制御ニューロンに⽐較して少数であるこ
とが判明した。この結果は、POA 領域における Qrfp がより限定的な体温低下
誘導ニューロンのマーカーとなる可能性を⽰唆している。
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３−１１．⽇内休眠における Q ニューロンの役割
破傷⾵菌毒素軽鎖 tetanus toxin light chain（TeTxLC：シナプス前終末におい
て、神経伝達物質のエキソサイトーシスを担う SNARE タンパク質（soluble NSF
attachment protein receptor complex）を分解することにより神経伝達物質放出
を遮断するタンパク質）61 を使⽤し、Q ニューロンからの神経伝達を阻害させる
実験、すなわち Q ニューロンを抑制させる実験を⾏なった。AAV9-DIO-hSYNTeTxLC-eYFP と AAV10-DIO-hM3Dq-mCherry の２種類の Cre 依存性 AAV を
⽤いて Q ニューロンに TeTxLC と hM3Dq を共発現させた個体では、CNO 投
与による QIH が完全に消失した(Fig. 13a,b)。これにより、QIH には Q ニュー
ロンによる神経伝達が必須であることが判明した。またこの個体では、Q ニュ
ーロンにおける hM3Dq 発現が確認され、CNO 投与後の Q ニューロンでの FOS
発現も確かに観察されたことから、TeTxLC による神経伝達物質放出抑制は⼗分
効果的であることが確かめられた(Fig. 13b)。QIH は⽇内休眠よりも冬眠に類似
しているが、どちらも基礎代謝を下回る著しい低代謝状態であるため、⽇内休眠
と冬眠には共通するメカニズムが存在すると考えられている

10

。AAV9-DIO-

hSYN-TeTxLC-eYFP 単独投与によって TeTxLC を Q ニューロンに発現させた
マウス（Q-TeTxLC マウス）⽤意し、Q ニューロンの機能を抑制した上で⽇内
休眠を誘導する実験を試みた(Fig. 13c,d)。Q-TeTxLC マウスでは、飢餓誘導性
⽇内休眠 FIT において通常⽣じる急激な体温低下が阻害された(Fig. 13e‒f)。QTeTxLC マウスでは FIT における代謝変動が少ないが（Fig. 13f）、急激ではな
いものの、体温は徐々に低下していくことがわかった(Fig. 13e)。この結果は、
Q ニューロンの機能が FIT における急激な体温低下に必要であること、並びに
FIT における代謝低下には Q ニューロンとは無関係なメカニズムが存在してい
ることを⽰唆している。QRFP ⽋損マウス（QrfpiCre/iCre）でも FIT は正常に⽣じ
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る事から、QRFP ペプチドは FIT に影響を及ぼさないことも判明した(Fig. 13g)。
加えて、夜⾏性動物であるマウスの活動量および⾏動に伴う体温は通常、夜間
（実験環境では暗期）に亢進するが、Q-TeTxLC 群ではその亢進が⼩さいことが
判明した(Fig. 13h)。この結果は、Q-TeTxLC 群では体温の⽇内変動幅が減衰し
たことを意味しており、Q ニューロンが体温の概⽇制御に関わる可能性を⽰唆
している(Fig. 13h)。
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３−１２．ラットへの QIH 様状態誘導
QIH が哺乳類において普遍的であるかどうか調査すべく、ラット Rattus

norvegicus を⽤いて低代謝誘導実験を⾏なった。ラットは休眠（⽇内休眠および
冬眠）しない動物である。QrfpiCre ラットは存在しないため、今回は Cre 依存性
AAV ではなく α subunit of Ca2+/calmodulin-dependent kinase II (CaMKIIα)プ
ロモータによって制御される AAV（AAV10-CaMKIIα-hM3Dq-mCherry）を使
⽤した。齧⻭類において CaMKIIα プロモータは興奮性（グルタミン酸作動性）
ニューロンで機能することが知られていること 62、また QIH は主にグルタミン
酸作動性の神経伝達によって誘導される(Fig. 11b,c)ことを踏まえ、CaMKIIα プ
ロ モ ー タ を 使 ⽤ し た 。 AAV10-CaMKIIα-hM3Dq-mCherry を ラ ッ ト 脳 の
AVPe/MPA に限局投与し、マウス実験と同じように(Fig.３d,e) DREADD 法を
⽤いて、Saline および CNO 投与前後のラットの深部体温 TB と酸素消費量 VO2
を計測した(Fig. 14a)。実験資源制限の理由から、ラットの実験では蛍光タンパ
ク質（mCherry）のみを発現させたコントロール群は⽤意しなかった。CNO 投
与直後、ラットの TB および VO2 は急激に減少し、約５℃低下した低体温状態が
少なくとも⼀⽇以上持続した(Fig. 14b)。CNO 直後のラットの姿勢を観察した
ところ、QIH マウスと同様に、四肢を伸展させリラックスする姿勢（睡眠中の
姿勢と⽐較しても明らかに四肢伸展している態勢）を呈した(Fig. 14c)。脳をサ
ンプリングし、hM3Dq-mCherry の発現および CNO 投与後の hM3Dq-mCherry
陽性ニューロンにおける FOS 発現を観察したところ、AVPe/MPA、VOLT、
MnPO 付近（マウスの AVPe/MPA に相当する領域）に hM3Dq-mCherry 陽性
ニューロンが確認された(Fig. 14d,e)。サンプリング直前に CNO を投与された
ラットの脳では hM3Dq-mCherry 陽性ニューロンの多くが FOS を発現してい
ることが確認された(Fig. 14e)。Qrfp 遺伝⼦を ISH によって検出したところ、
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hM3Dq-mCherry 陽性ニューロンの⼀部に Qrfp が発現していることが確認され
た(Fig. 14f)。実験に⽤いたラットの中には低体温を呈さない個体が検出され（８
個体中の１個体）、このラットの脳では hM3Dq-mCherry が⽚側のみの発現であ
り、AVPe および MnPO 付近には発現していなかった(Fig. 14g, h)。これは両側
の AVPe/MPA および MnPO 等の正中部位における hM3Dq-mCherry が、QIH
様低代謝の誘導には必要であることを⽰唆している(Fig. S1c）。また、ラット
QIH 様状態における低体温・低代謝の効率がマウス QIH のそれらよりも低い理
由としては、Q ニューロン以外のニューロンにエクトピックな hM3Dq が発現
していることが考えられる。
まとめると、８個体中の７個体が顕著な体温低下を伴う QIH 様状態を呈した
(Fig. 14b)。これらのラットでは、体温低下と共に VO2 の低下、並びに呼吸商の
低下が確認された(Fig. 14b)。加えて、マウス QIH に類似する四肢伸展を伴う
不動状態も呈した(Fig. 14c)。以上の結果より、内在する特定のニューロン（興
奮性 POA ニューロン）群を興奮させることにより、ラットにおいても QIH の
様な⻑期間の低代謝を誘導できることが判明した。
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４．考察・討論
４−１．Q ニューロンの⽣理的機能
Q ニューロンが QIH を誘導する潜在能⼒を有することは判明したが、⽣理的
な機能は不明なままである。Q ニューロンが関与する機能１つの可能性として、
⽇内休眠の制御が考えられる。QIH は⽇内休眠よりも冬眠に類似していること
が判明したが、どちらも基礎代謝を著しく低下させる⽣理的な低代謝状態であ
るため、⽇内休眠と冬眠には共通するメカニズムが存在すると考えられている
10

。Q ニューロンの神経伝達が遮断された、すなわち Q ニューロンの機能が選

択的に抑制されたマウス（Q-TeTxLC マウス）では、通常のマウス⽇内休眠で観
られる急激な体温・代謝低下が観察されず、正常な⽇内休眠が⽣じなかった(Fig.
13e, f)。加えて、Q-TeTxLC マウスでは体温・代謝の⽇内変動幅が減衰したこと
から、Q ニューロンは体温の概⽇制御に関わる可能性が⾒出された(Fig. 13h)。
Q ニューロンが神経性⼊⼒を受ける神経核として POA や PVN を特定している
ことから(Fig. 12c)、Q ニューロンはこの脳部位のうち概⽇リズムを制御するニ
ューロンから概⽇情報を受け取っている可能性がある。また Q ニューロンは第
三脳室の近傍に位置し、第三脳室の壁を構成する上⾐細胞や脳室周囲器官に樹
状突起を伸ばしていることから（Fig. 3a,c）、Q ニューロンはこれらの細胞が放
出する液性因⼦や、脳室内の脳脊髄液に含まれる液性因⼦由来の情報を検知し
ている可能性がある。
冬眠動物の⼀種であるジュウサンセンジリス Ictidomys tridecemlineatus を
⽤いた研究によると、冬眠中、第三脳室付近の細胞や POA ニューロンに強く
FOS が発現している 63。この冬眠中に活性化されている脳部位は Q ニューロン
が局在する部位と似ていることから、冬眠中の冬眠動物において Q ニューロン
が働いている可能性がある。冬眠する能⼒は系統的に離れた種（齧⻭類、⾷⾁類、
霊⻑類など）において広く確認されている 64。冬眠の神経制御機構は⾮冬眠動物
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では作動されないものの、哺乳類において広く保存されているという仮説を⽴
てることが出来る。冬眠動物における Q ニューロンの存在証明、Q ニューロン
の操作や阻害実験は、今後検討および遂⾏すべき最も⼤きな研究課題の１つで
ある。また、Q ニューロンの網羅的遺伝⼦解析〔シングルセル RNA 解析

65,66

や translating ribosome affinity purification（TRAP）法を⽤いた細胞型特異的
mRNA プロファイル解析 47,67,68〕により、Q ニューロンに特異的に発現する分⼦
マーカーや受容体などを特定する実験も今後⾏う予定である。
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４−２．QIH と冬眠の類似性
冬眠という⽣命現象には今のところ明確な定義が存在しない。冬眠は休眠
torpor の⼀種であり（１．背景を参照）、休眠は“The physiological state of reduced
metabolic rate (MR) and body temperature (Tb) in endothermic vertebrates is
termed ʻtorporʼ. ” と 記 述 さ れ る

11

。⽇内休眠と冬眠の定義については、

“hypometabolic states associated with low body temperature (torpor), have been
distinguished: daily torpor, which lasts less than 24 h…, versus hibernation, with
torpor bouts lasting consecutive days to several weeks in animals…”と記述されて
おり 9、２種類の休眠の違いはその期間によるものとされている。このように休
眠および冬眠の定義⾃体が曖昧であることが、誘導された（QIH のような）低
体温状態と、休眠・冬眠との類似性を⽰す際の障壁になっている可能性を否定で
きない。睡眠の定義における脳波解析のように、休眠・冬眠研究においても客観
的かつ⽐較的容易に観測可能な⽣理的指標が必要であろう。
では、冬眠とは具体的にどういった⽣命現象なのだろうか。⽣物学の教科書や
⼀般向けの記事では、特に冬眠するリス（シマリス chipmunk やジリス ground
squirrel）が頻繁に取り上げられ、冬眠中の酸素消費量が通常の数％にまで低下
する、体温が氷点下の数℃上にまで低下するなどの驚くべき兆候が注⽬される
傾向にある 69。しかし、たしかに冬眠とは⽂字通り冬に⽣じることが多く、極度
な低体温を呈する例が多い⽣命現象ではあるが、冬（寒冷環境）以外に冬眠し、
かつ体温があまり低下しない例も存在する。冬眠動物の中には環境温度が２0℃
以上でも⼗分冬眠できる哺乳類

70

や、３０℃程度の環境温度において冬眠する

霊⻑類 71,72、冬眠中であっても体温が３０℃以上で維持される動物（クマ）など
が実在する 73。つまり、ひとえに冬眠と述べても動物種によってその様式は様々
であり−シマリスやジュウサンセンジリスのような深く⻑い冬眠が極めて興味
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深く話題になりやすいのは事実だが−冬眠とは⼤変多様性に富んだ⽣命現象な
のである。
そこで本研究では、冬眠現象を体温制御の観点から主に考察し、全ての冬眠に
共通する本質的な要素を⾒出すことで QIH との類似性を探ることにした。体温
制御に関して（哺乳類の）冬眠において最もユニークな現象は、設定体温（体温
セットポイント）の低下である 10,11。加えて、極度の低体温・低代謝状態にも関
わらず、体温が（新しく低く設定されたセットポイントに従い）ある⼀定のレベ
ルで保たれること、すなわち体温調節が機能的であることが挙げられる 10,11。こ
れは、脳波や脳温は著しく低下している際にも、脳の⼀部は機能し続けているこ
とを裏付けている。本研究により⾒出された QIH という低代謝は、⼤きく分け
て以下の４特徴を持つことがわかった。
❶体温・代謝を含む⾝体的徴候の⻑期的な（⼀⽇以上の）著しい低下（Fig. 3, 4）
❷設定体温の低下（Fig. 6, 7）
❸機能的な体温制御システム（Fig. 6, 7）
❹⽬⽴った傷害なく⾃発的に回復（Fig. 3, 5）
この 4 条件を同時に満たす⽣命現象は、哺乳類の冬眠に限られている。本研究
においては、この条件をすべての冬眠に共通する本質的な特徴だとした。この定
義を⽤いることで、ＱＩＨは冬眠に類似した低代謝・低体温状態である、という
結論を導くに⾄った。
ただし、低体温を誘導する化合物を⽤いてマウスやラットに低体温（torpor-like
state）を誘導した報告、すなわち条件❶に当てはまり得る先⾏研究は多くある。
例 え ば 、 ア デ ノ シ ン A1 受 容 体 （ A1AR ） ア ゴ ニ ス ト で あ る CHA (N6cyclohexyladenosine)を腹腔内あるいは脳室内投与すると、マウス
15,76

74,75

やラット

の体温が⻑期間著しく低下する。しかし、低体温データの多くが 6 時間程度
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に限定されており、1 ⽇続いたことを⽰すデータを公開している報告はない。ラ
ット CHA 脳室内投与の報告 15 では、体温や⼼拍数が確かに顕著に減少するもの
の、外から温めることで復温を促している。おそらく、CHA による低体温が（1
⽇を超えるほどに）過度になると動物の⾃発的回復が困難なのだろうと推測し
ている。ある化合物がたとえ体温を下げたとしても、動物が存命、⾃発的に回復
できないのであれば、また低体温状態でも適切に外界の変化に適応できないの
であれば、それは制御された低体温状態（休眠 torpor）とはいえない。体温や⼼
拍数が減少する側⾯だけで休眠だと判定してしまうと、LPS（lipopolysaccharide）
による低体温（敗⾎症モデル）77

や全⾝⿇酔などの受動的低体温状態（Fig. 8

参照）も休眠に含まれるということになるだろう。他にも H2S や 5ʼ-AMP によ
る低体温誘導が報告され注⽬を集めたが 14,78、これらにおいても低体温が 1 ⽇以
上持続する、かつ⾃発的に回復するというデータは公開されていない。また近
年、H2S 暴露による体温低下は H2S の直接の作⽤ではなく、酸素濃度が相対的
に減ったことによる現象だと主張する報告もされている

79

。このように低代謝

誘導化合物に関しては様々な報告があり、H2S、A1AR やプリン系代謝が関与す
るシステムが torpor を誘導する仕組みの⼀部を担うとこれまでのところ考えら
れているものの、休眠誘導機構の明確な理解には程遠いのが現状である。しかし
ここで忘れてはならないのは、汎⽤されるマウスやラットは冬眠動物ではない
ことである。冬眠動物においては上述の化合物に関する機序が機能している可
能性もある。事実、⼀部の冬眠動物において A1AR を介する経路が冬眠誘導に
不可⽋だという研究も複数報告されている 12,80,81。これらの報告では、CHA がリ
スの体温を下げるのは冬眠時期のみだと主張されており、冬眠誘導の季節性制
御が主張されている。⼀⽅マウスやラットでは季節（環境温度）によらず CHA
の効果は発揮されるようである。マウスやラットなどの⾮冬眠動物と冬眠動物
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では、化合物への感受性が元々異なる可能性があるので、低体温誘導化合物を⽤
いた実験における両者の⽐較は慎重になるべきだと考えられる。
❷および❸は、⾮冬眠動物を⽤いた報告はこれまでのところ皆無であり、本研
究によって初めて⽰された特徴である。マウスにおいて低体温を誘導する神経
細胞集団は多く報告されているが（考察４−３参照）、QIH ほど⻑期間の低代謝
の報告はない。それに伴い、設定体温 TR などの体温制御パラメータを推測した
研究も存在しない。本研究において設定体温の低下度合いを算出し議論できた
理由は、QIH が⻑期間持続かつ安定した低代謝状態だったからである。
ただし、ここで⾔及すべきことがある。それは、QIH における設定体温データ
は⾮常に限られた環境温度（16~24℃）においての推定値に過ぎないということ
である（Figs. 6, 7）。冬眠動物における設定温度を算出する際には、更に幅広い
（低い）環境温度を設置する 39。それは多くの冬眠動物の、冬眠中の設定体温が
（QIH よりも遥かに）低下しているからである。冬眠動物の中には、冬眠中の
体温が氷点下になるものや冬眠の期間が半年以上に及ぶ例も実在する 82。
（当然、
これらだけを“冬眠”とするのであれば、QIH と冬眠は全く異なるものになる。）
QIH と冬眠との明らかな差異は設定体温や体温だけではない。冬眠には体温制
御以外の観点からもユニークな特徴が数多くある。低体温耐性や低酸素耐性に
加え、廃⽤性筋萎縮が⽣じない 83、脂肪代謝優位 84、虚⾎耐性 85、組織が傷害さ
れにくい（虚⾎−再灌流への耐性）86,87、など実に多彩である。中でも、臨床医
学的な観点から冬眠における組織保護作⽤が注⽬されている

88

。例えば冬眠中

には、過度の低温のため脳のニューロンのシナプス結合は⼀度失われるものの、
復温に合わせてシナプスの再構築が⽣じると報告されている 89,90。１つの機序と
して RNA-binding motif protein 3 (RBM3)などの cold-shock protein の発現が脳
内で上昇し、シナプスの再構築が促され、脳細胞を保護すると報告されている
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91,92

。冬眠との類似性をより強く詳細に⽰すためには、RBM3 のような低温によ

って誘導され脳細胞を保護すると考えられているタンパク質の発現を、QIH に
おいて調べる必要があったといえる。⾏動学的および組織化学的解析において、
QIH 後のマウスに異常は観られないことは確認したことから❹を主張したが
（Fig. 3, 5）、QIH 中の脂質代謝の⽣化学的観察や組織に関するより詳しい観察
（組織傷害を表すマーカーの染⾊）など、検討すべき実験は多くあったといえ
る。本研究における QIH と冬眠との類似性は、あくまでも（哺乳類の）個体レ
ベルでの体温制御システムに着⽬したものに過ぎない。
以上のことから、これまでのところ、とくにその詳細な神経科学的・⽣化学的
メカニズムにまで踏み込んでいない点から、QIH が完全に冬眠であると断⾔す
ることは難しい。ただし、QIH はこれまで観察され報告された低代謝現象の中
で、❶-❹の観点から最も冬眠に近い現象だと主張するに妥当であると考えられ
たため、参考論⽂
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では hibernation-like state とタイトルに記述した次第であ

る。
なお、マウスの⽇内休眠 mouse torpor（本研究における FIT に同じ）18‒20,74,94 は
低代謝の期間が短く、かつ設定体温は低下しない 18,19。また、冬眠動物を⽤いて
しばしば⾏われる低代謝中に環境温度を変える実験（Fig. 6, 7）には安定かつ⻑
期の低代謝期間が必要であり、安定した低代謝を⽰さない⽇内休眠では実⾏が
困難である。よって、同⼀個体の⽇内休眠マウスにおいて環境温度を変化させる
実験系（Fig. 6l, 7ab）は事実上不可能であり、マウス⽇内休眠では低代謝中に環
境温度への適応能⼒があるかどうかの議論は⼗分にできない。
（そもそも、⽇内
休眠中にマウスを刺激すると、深い低体温中であってもマウスは⽬覚め、通常状
態まで復温してしまう。すなわちマウス⽇内休眠は、容易に解除可能な状態であ
るため、安定した低代謝を⽰さないともいえる。深い低体温中の冬眠や QIH で

43

は外的刺激による復温は⽣じない。簡易な外的刺激によって解除されてしまう
というマウス⽇内休眠の特徴は、頑強性という観点から評価しても、冬眠や QIH
との明らかな差異である。これはおそらく中枢性の神経科学的メカニズムの違
いに基づくものであろうが、関与するニューロン群が根本的に違うのか、調節機
構が少しだけ違うのか等、わからないことばかりである。
）
しかしながら、マウス⽇内休眠は能動的低代謝研究において、その汎⽤性がゆ
えに⼤変魅⼒的な研究対象であることは間違いない。休眠・冬眠研究およびマウ
ス⽇内休眠研究がより注⽬され、今後加速・発展していくことが期待される。
また、QIH におけるセットポイント低下が（シマリスなどの主要な冬眠動物と
⽐較して）少ない理由として、マウスの体性感覚系や末梢組織（あるいは末梢組
織を制御する神経核）がセットポイントの再設定に適応していない可能性が挙
げられる。冬眠における重⼤な側⾯の１つとして、体性感覚系の変容が挙げられ
る。環境温度（外部）と⾝体の温度（内部）の適切な知覚は、動物の⽣存すなわ
ち恒常性 homeostasis を保つために⽋かせない能⼒である 69。その反⾯、冬眠中
の哺乳類の体温は本来の３７℃から⼤きく逸脱するため、内部の温度知覚をす
る体性感覚ニューロンは低い温度に寛容になる必要がある。実際、冬眠中の温度
感覚に関しては特殊な仕組みで制御されていることが知られており、⽣理的な
体温制御において極めて重要である TRP チャネル（transient receptor potential
channel）が冬眠においても重要な鍵を持つとされる 95。TRP チャネルの中でも、
⼀部の冬眠動物では TRPV1 および TRPM8 の機能が⽣得的に異質であり、そ
れぞれ⾼温および低温に対する外部温度知覚がマウスなどの⾮冬眠動物とは異
なると⽰されている 96,97。また、温度知覚に重要な脊髄後根神経節の体性感覚ニ
ューロンは、活動期に⽐べ冬眠期ニューロンの⽅が低温に対する反応が低下す
るという報告もある 98。すなわち、冬眠動物には冬眠動物特有の体性感覚が⽣得
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的に備わっている可能性がある。TRP チャネルや体性感覚ニューロンにおける
⽣得的な差異が、QIH におけるセットポイント低下幅が⼩さいことに起因して
いるのかもしれない。QIH をより冬眠に近い状態に誘うためには、体性感覚ニ
ューロンなどの機能変容、並びに諸臓器の温度知覚変容も不可⽋だと推測され
る。マウスは⽣理的に冬眠をしないため、セットポイント低下に対する寛容さは
備わっていないのではないかと考えている。
おそらく、セットポイント減少の次に議論しなければならないのは「QIH の体
温低下」と「冬眠における体温低下」の様式が全く違う、という点であろう。確
かに冬眠においては、熱産⽣系が低下するのは間違いないが、末梢組織の⾎管収
縮 vasoconstriction も同時に起こる。これは熱を体外に放散させにくいように仕
向ける反応であり、少ない熱産⽣量すなわちエネルギー消費量削減を主⽬的と
する冬眠では合理的である。⼀⽅ QIH では、四肢や尻尾の放熱が促進されてい
ることから（Figs. 3c, 10e,f）、⾎管拡張 vasodilation が起きていると容易に推測
できる。すなわち、QIH では熱産⽣量は冬眠と同等に低下するものの、末梢か
らの熱放散が促進されている（あるいは熱放散の抑制が起きていない）という点
で冬眠と全く異なるようにみえる。しかし、ここで忘れてはならないのは、QIH
は脳のごく⼀部の特定の集団を⼈⼯的に興奮させた結果の現象だということで
ある。Q ニューロンは冬眠様状態を誘導すると本研究において主張してはいる
が、Q ニューロンの機能をより端的に述べるのであれば、Q ニューロンは体温
セットポイントを低下させる神経細胞集団なのではないかと考えている。セッ
トポイントが低下するということは−例えば外気温が 20℃で⼀定であるならば
−⽬標とする体温と外気温の幅が（突然）⼩さくなることを意味し、−暑熱下に
唐突にさらされた時と同じ様に−動物は“暑く”感じるはずである。⽣理的な冬眠
とは違い、QIH は CNO というリガンドによって⼈為的かつ急性的に誘導され
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た特殊な状態であるため、突如低下したセットポイントに適応するために⾎管
拡張が⽣じた可能性がある。つまり、⾎管拡張は Q ニューロンにより直接駆動
された反応ではなく、間接的に誘導された末梢組織の反応なのではないかと推
測している。これを証明するためにはラット（例えば QrfpiCre rat）を⽤いて交感
神経系の活性度合いをモニターしつつ Q ニューロンを興奮させ、⾎管拡張が⽣
じるまでの時間をリアルタイム計測するなどの実験を⾏う必要がある。また、寒
冷下（TA=12℃）において QIH を誘導すると放熱がほとんど⽣じないというデ
ータが得られていることも、QIH における放熱は⼆次的な現象だと推測する理
由の⼀つである。また⼀般に、冬眠動物とはいえども、いつでも簡易に冬眠でき
るわけでは決してなく、冬眠するための（栄養貯蓄や代謝変容などの）準備を⻑
期間かけて⾏うことが知られている

7‒9

。冬眠動物におけるセットポイント変容

が−まるでスイッチを押したかのように−突然切り替わるシステムなのか、あ
るいは⻑い⽉⽇をかけて徐々に変容していくのか、この制御システムの実態も
⼤変興味深いところである。
しかしながら、ここまで設定体温低下に関して述べてきたが、⽣理的な設定体
温がどの神経核・経路によって制御されているかどうかに関しても未だに不明
な点が多いのが実状である。QIH において下⽅に変動したセットポイントを詳
細に理解し⽣理的な恒温状態との⽐較をしていくことで、⽣理的なセットポイ
ント（約３７℃）の実態を捉えられるのではないかと期待している。
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４−３．体温制御に関する新たな知⾒
本研究は冬眠に主に焦点を当てているが、冬眠も体温が低下する現象であるた
め、本研究は体温調節メカニズムに関する研究でもある。
2016 年頃より急速に、
体温制御に関与する新規ニューロン群が数多く特定されてきた 47,53‒59,99。ごく最
近、EP3R 陽性ニューロンはグルタミン酸作動性であるという報告がなされた
100

。
「EP3R 陽性 GABA 作動性ニューロンからの抑制性シグナルが DMH および

RPa の熱産⽣促進ニューロンを直接抑制することにより体温低下が⽣じる（Fig.
S1a）」という概念が⻑い間定説であったため

5,6,101,102

、体温制御学術領域におい

ては常識を覆す報告であった。しかし、この報告の主張は本研究の結果(Fig. 11)
と⽭盾しない。また、EP3R 陽性グルタミン酸作動性ニューロンの⼤多数は
PACAP を発現することも確かめられている

100

。近年たび重なり報告された

PACAP ニューロンによる体温低下作⽤は再現性が⾼く

47,93,94

、EP3R 陽性

PACAP ニューロンがグルタミン酸を⽤いて体温低下を誘導する可能性が⾼い
といえる。他の独⽴したグループからも、POA グルタミン酸作動性ニューロン
による体温低下現象が近年多く報告されてきた 55,56,58,100。しかしこれらの報告に
おいて、Fig. S1a に⽰す「POA の GABA ニューロンによる体温低下」という概
念に⽭盾しないような神経経路が提唱されてきた。こういった背景のもと、グル
タミン酸作動性 Q ニューロン（QE）は DMH を介して冬眠様低体温状態誘導し
たという本研究の結果
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は POA グルタミン酸作動性システムの重要性を強調

するものとなった 103。これは、GABA が中⼼となる既存の神経経路・神経シス
テム（Fig. S1a）の型にはまらない新規の低体温誘導機序の証明がなされたこと
を意味する（Fig. S1b）。
本研究において、Q ニューロンがグルタミン酸を使⽤して体温を下げているこ
との証明に⽤いた Vglut2 flox 系統 104 は cKO 実験において頻⽤され多くの報告が

47

出ている系統なので、QrfpiCre 以外の Cre 系統（例えば PACAP Cre 系統）を⽤い
た研究は容易に展開されているはずである。しかし cKO マウスを⽤いた体温低
下誘導研究がこれまでには報告されてないのは、おそらく cKO マウスに何か異
常が⽣じるからだと考えている。体温制御は哺乳類にとって最も不可⽋な⽣理
的現象の１つであるため、それに関与するニューロン群のグルタミン酸神経伝
達が阻害されたマウスに異常が⽣じる可能性は⼗分考えられる。あるいは
PACAP ニューロンの絶対数が多く、分布が広範囲なことが原因である可能性が
ある。全⾝性 Vglut2 KO マウスは出⽣直後呼吸不全により絶命するが

105

、Cre

陽性細胞が多ければ多いほどその表現型は全⾝性 KO に近づくはずである。
2016 年、Zachary Knight らによって PACAP/BDNF ニューロンと体温制御の
関係が初めて報告されたが、その研究では PACAP/BDNF ニューロンは GABA
作動性だと主張されていた 47。この主張は、抑制性ニューロンのマーカーとされ
ている glutamate decarboxylase 2（Gad2）が PACAP/BDNF ニューロンに発現
していることを唯⼀の根拠としている 47。しかし、POA 領域のシングルセル RNA
解析を⾏った最近の研究では、GABA 作動性ニューロンのマーカーとして確⽴
されてきた Gad2 を発現する細胞の⼤多数が Vgat（Slc32a1）(Fig. 11 参照)を発
現しないことが⽰された 48。Gad2 発現細胞の多くは、むしろ興奮性マーカーで
ある Vglut2（Slc17a6）を発現していた 48。また、PACAP と BDNF を共発現す
る細胞の全ては Gad2 および（Vgat ではなく）Vglut2 を発現し、ごく少数のみ
が Vgat を発現している 48。Gad2 が（少なくとも POA においては）抑制性ニュ
ーロンのマーカーとは⾔えないことを⽰唆するこの報告は、GABA による体温
低下が軸となっていた体温制御研究に⼤きな影響を与えたといえる。なおこの
報告は、Q ニューロンの約８割が PACAP/BDNF を発現し、Vgat 陽性（QI およ
び QH）が Q ニューロンの約 2 割に過ぎない結果(Figs. 11a, 12d,e)と⼀致する。
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⼀⽅、ここまで GABA を介さない新規経路について議論してきたが、Q-Vgat
fl/fl

-hM3D マウスの QIH は体温低下が⽐較的遅いという結果を考慮すると(Fig.

11c,d)、これまでの既存概念の様に GABA 作動性神経伝達も体温低下に関与し
ていると考えられる。Q ニューロンは DMH に主に作⽤し体温低下を促すが、
RPa を介した体温低下も確認されている(Fig. 10)。RPa 領域に GABAA 受容体ア
ゴニスト（ムシモール muscimol）を局所投与すると、ラットの体温が著しく低
下して suspended animation（仮死状態）となり、尻尾の放熱も伴うと報告され
ている 106。この知⾒を考慮すると、QI ニューロンによる GABA 神経伝達が RPa
の熱産⽣促進ニューロンを抑制し、体温低下（尻尾放熱）を促進する可能性が考
えられる。
ただし、本研究の Q ニューロンによる体温低下を誘導する新規神経経路(Fig.
S1b)は、光遺伝学や DREADD によって⼈⼯的に誘発された現象だということ
を留意しなければならない。既存の定説(Fig. S1a)に⾄るまでに積み重ねられて
きた研究は（野⽣型ラットを⽤いて）⽣理的な条件で⾏われたものが⼤半を占
め、こちらの⽅が確固たる知⾒というのは揺るぎない事実である。ラットとマウ
スは共に汎⽤される優れた実験動物であり類似した脳構造を持つが、特に前⽅
POA における脳区画が複雑なため、明確な区分けができておらず、相同な部位
（例えばラットの MnPO とマウスの AVPe など）を捉えにくく解釈が難しい現
状がある(Fig. S1c)。各々の報告において各々の主張内容に沿う様に同じ部分を
異なる名称で呼称していることも散⾒され、これも体温制御に関与する神経核
を複雑にしている側⾯である。よって、１つのレヴューの内容を鵜呑みにして体
温制御に関わる神経経路を理解しようとするのは避けるべきだと考えている。
脳の解剖学的な類似性だけでなく、ラット研究においても QrfpCre 系統 などを
作製し、少なくともマウス体温制御においては重要だとされる Qrfp や Adcyap1
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の様な遺伝⼦をマーカーとして活⽤することで、マウスとラットによる知⾒を
摺り合すことができるのではないだろうか。種の異なる実験動物での研究結果
を、脳部位や神経核の名称のみで⽐較することは困難となってきている。マウス
を⽤いた研究によって⾒出された体温制御に関わる遺伝⼦マーカーを、ラット
研究において検証することが必要だと考えられる。
加えて、体温制御研究に限らず、近年急速に神経科学が進展した⼤きな原因の
１つとして、光遺伝学や DREADD による特定のニューロン型特異的な⼈為的
操作が可能になったことが挙げられる

107

。どちらも重要な研究であるが、解釈

は慎重になるべきであり、本研究を含めた最近の研究による新しい仮説 103 は今
後⼗分に検証されるべき対象である。⽣物における複雑な⽣命現象が、予想以上
に複雑である可能性は⼤いにあるだろう。神経科学に関していえば、神経伝達を
GABA（抑制性）とグルタミン酸（興奮性）に⼤別し、さらに神経核ごとに役割
を分担させることでシンプルなモデルを構築してきた
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。これは理解を助ける

概念であるが、事実、単⼀のニューロンが GABA とグルタミン酸を両⽅使⽤し
ている例が発⾒されている
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。Q ニューロンにも QH ニューロンが少なからず

存在することが判明している(Fig.11a)。この QH ニューロンがモデル(Fig. S1)の
両⽅において駆動されている可能性も否定できない。
本研究においては投射先光刺激実験を DMH、RPa（体温調節に重要だと既知
な神経核）のみに注⽬し展開したが(Fig.10)、Q ニューロンは DMH、RPa 以外
の神経核にも軸索投射している (Fig. 9)。標的部位の１つである⽔道周囲灰⽩質
（periaqueductal gray : PAG）および隣接する神経核には、体温を低下させる抑
制性 GABA 作動性ニューロンが存在する

109

。このニューロンが RPa に軸索投

射し体温低下を誘導すると主張されており、これは既存の神経経路（Fig. S1a）
を⽀持するものである。外側腕傍核 （lateral parabrachial nucleus : LPB）には、

50

体温を低下させる興奮性グルタミン酸作動性ニューロンが存在する

110

。Q ニュ

ーロンが存在する領域〔この報告では腹内側視索前野（ventromedial preoptic
area：VMPO）と記載されているが、解剖学的には AVPe/MPA とおそらく同じ
部位〕に軸索投射し、これらのニューロン群を興奮させることで体温低下が⽣じ
ると主張している。どちらもマウスの研究であり、本研究の⼿法と類似した
DREADD や光遺伝学を⽤いて特定のニューロン群を興奮させて体温低下を確
認している。Q ニューロンが PAG および LPB に興奮性神経伝達し体温低下を
促す、すなわち PAG や LPB を介する経路も QIH 誘導機序の⼀部である可能性
が考えられる。また Q ニューロンは、他の脳幹−延髄の神経核（LC111 や RVLM112）
には GABA を介して（⼼拍数や呼吸を制御する）交感神経系を抑制するなど、
神経核（あるいは標的細胞）によって GABA とグルタミン酸を使い分けている
可能性もある(Fig. 9)。TMN には覚醒を促すヒスタミン作動性ニューロンが存
在し、覚醒を促す神経核の１つとされる 113。VLPO は POA の⼀部であり、VLPO
の GABA 作動性ニューロンが TMN ニューロンを抑制することで睡眠量が増加
する 113。どちらの神経核にも軸索投射する Q ニューロンは、VLPO の睡眠促進
ニューロンをグルタミン酸で興奮させ、TMN の覚醒促進ニューロンを GABA
で抑制させ、覚醒状態を抑制⽅向に傾け、マウスを睡眠状態（⾮活動状態）に誘
導する機能を持つ可能性がある。QIH では著しい⾮活動状態となるため、Q ニ
ューロンの機能は体温代謝調節だけでなく、睡眠覚醒制御、⾃律神経系制御など
多岐にわたる可能性がある。
（体温低下に伴い運動量が受動的に低下するのは納
得しやすいが、活動を抑えるための何か他の仕組みがあるのではないかと筆者
は考えている。）標的神経核ごとの特異的光刺激実験などによって、Q ニューロ
ン（QE あるいは QI）の機能を細分化していくことは、今後の研究課題の１つと
して挙げられる。
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最近（2020 年 9 ⽉）、紫⾊光感受性 G タンパク質共役型受容体である Opsin 5
(neuropsin あるいは Opn5 と呼称)を発現する Opn5 ニューロンが POA に局
在し体温低下を誘導するという研究が出版された

114

。Opn5 ニューロンは

PACAP、BDNF、Vglut2 を発現し、Opn5 ニューロンの局在位置は AVPe/MPA
付近である 114。また Opn5 ニューロンを DREADD で興奮させると顕著な低体
温状態になることから、興味深いことに、Opn5 ニューロンと Q ニューロンは
少なからずオーバーラップしていると考えられる。加えて、Opn5 ニューロンの
多くはレプチン受容体（Leptin receptor ：LepR）を発現する 114。POA-LepR グ
ルタミン酸作動性ニューロンも体温低下を促進するという報告もされているた
め 54、Q ニューロンにおいても LepR が発現していると推測される。加えてごく
最近（2020 年 12 ⽉）、エストロゲン受容体（estrogen receptor alpha：ERα）
を発現する POA-ERα ニューロンにも低体温を誘導する能⼒があり、かつ体温
調節や⽇内休眠誘導に必要であると報告された

115

。しかし、近年の報告におけ

る Opn5、LepR あるいは PACAP ニューロンの DREADD 興奮性操作による体
温低下の表現型は確かに⽰されたが、その程度は QIH と⽐べて著しく弱い。Q
ニューロン興奮による低体温が顕著である理由は、おそらく、Q ニューロン集
団（ニューロンの絶対数）が他の遺伝⼦マーカー集団よりもより限定的であるこ
とではないかと考えている。その根拠として、CaMKIIα プロモータ(Fig. 14 参
照)を⽤いた興奮性 DREADD を野⽣型マウスに使⽤した予備実験において、こ
のマウスの体温低下の挙動および程度は Opn5 および PACAP ニューロン興奮
による挙動と類似しており、このマウスにおける hM3Dq-mCherry の発現は
AVPe/MPA を含めた広領域に発現していた、という結果を得たことが挙げられ
る。これは、興奮させる POA ニューロンが多数であったとしても表現型が出や
すいわけではないことを⽰唆する結果だと捉えている。Q ニューロンの集団が
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少数であることが何故顕著な低体温を誘導できるのか、これは今後検証すべき
課題の１つである。もちろん、Opn5、LepR、PACAP、ERα を発現する集団が
Q ニューロンと完全に⼀致するわけではないため、Q ニューロンの中に少数の
ユニークかつ体温低下に重要な集団が存在するとも考えられる。既存の

Adcyap1 Cre（PACAP Cre）系統を⽤いて実際に興奮性 DREADD 実験を⾏い、低
体温誘導

47,94

を再現し、QIH における体温・代謝低下との⽐較実験を検討して

いる（Adcyap1 Cre マウスは既に搬⼊済みである）。今後は、本研究により新規に
⾒出された Q ニューロンを介する神経経路と、既存の神経経路(Fig. S1a)との関
係性を探らなくてはならない。特に図に⽰している通り(Fig. S1b)、QE ニューロ
ンが DMH のどの型のニューロンを興奮させているのか突き⽌めなくてはなら
ない。最も既存の概念に当てはめ易い可能性は、DMH に GABA 作動性の介在
ニューロンが存在することである(Fig. S1b)103。QE ニューロンが GABA 介在ニ
ューロンを興奮させることにより、熱産⽣を促す DMH グルタミン酸作動性ニ
ューロン

43,44,57

が抑制され、熱産⽣が低下するという経路である。あるいは、

DMH には未特定のニューロン（例えば RPa のニューロンを抑制する GABA 作
動性のニューロン）が存在し、QE ニューロンがその集団を興奮させることによ
って低体温状態を引き起こしている可能性もある(Fig. S1d)。これを解決するた
めに、神経活動依存的にニューロンをラベルできる技術（Fos-TRAP2 システム
66

あるいは CANE システム 61）や、⾼感度光感受性 GPCR を⽤いた光遺伝学の

併⽤を考えている。Q ニューロンが標的とする神経核・神経細胞をより厳密か
つ正確に特定し、QIH を駆動する神経回路の全貌を明らかにしたい。体温調節
のみならず、⼼拍、呼吸、熱放散など制御する⾃律神経系の機序も交えて QIH
を理解することで、将来的には体温セットポイントを司る神経経路をも解き明
かしたいと考えている。また、A1AR-Cre マウス系統を⽤いた最近の研究による
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と、A1AR アゴニストによる低体温誘導には確かに脳のニューロンが関与する
⼀⽅で、DREADD を⽤いて POA の A1AR ニューロンを特異的に興奮させても
体温に変化が観られなかった 116。この報告は、低体温誘導機構の中でも POA ニ
ューロン（Q ニューロン等）が関与するものと、A1AR が関与するものは独⽴し
ている可能性を⽰唆している。A1AR が冬眠誘導に不可⽋だと主張する報告は
数報あることから（考察４−２参照）、アデノシンが関与する仕組みと、Q ニュ
ーロンが関与する神経システムの併⽤・統合によって冬眠誘導が⽣じるのかも
しれない。
哺乳類に眠る能動的低代謝が発動されるのは、⽣理的な体温調節機構の中の⼀
部を介してなのか、あるいはそれと独⽴した冬眠誘導神経経路が存在しそれを
介してなのか、興味が尽きないところであるが、私としては前者を現在のところ
⽀持している。恒温動物が暑い環境に曝された時に⽣理的に体温を下げる機構
は、冬眠誘導の際も少なくとも⼀部は動員されているはずである。なぜなら冬眠
は亜種を超えて幅広く保存されている能⼒であり、近郊種で⽐べても冬眠動物
と⾮冬眠動物に分けられることが多い 64。つまり冬眠とは、環境に適応するため
獲得した能⼒の１つだと考えられる。その時に新しいニューロン（冬眠誘導の専
⾨ニューロン）を発⽣させるのではなく、既存の体温調整システムを拡張して⽤
いるために神経回路の編成を変えることは⼗分考えられる。冬眠動物は我々も
持ち得る（我々の中にも眠る）能⼒（神経経路）を、⽣存環境に適応するために
上⼿く活⽤しているという仮説も成り⽴つ。
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４−４．本研究の将来性：⼈⼯冬眠による低代謝医療
冬眠研究にはどんな将来性があるだろうか。冬眠中の哺乳類は、体温をはじめ
とする様々な⽣理的機能を⼀時的かつ可逆的に抑制し、基礎代謝率 basal
metabolic rate の低下を実現している。冬眠中の哺乳類の⼼拍数および⼼拍出量
は著しく低下し、それに伴い脳をはじめとする諸臓器への⾎流量が著しく低下
する

117

。⾎流量の低下は酸素供給や栄養供給が低下することを意味し、通常状

態であれば組織傷害が多発し存命の危機に陥るはずである。冬眠中、いわば虚⾎
状態になった諸臓器が、冬眠後に何ら傷害なく正常に機能する理由は、冬眠中の
諸臓器のエネルギー需要（酸素・栄養の需要）が低下しているため、相対的には
エネルギーや酸素の供給が⼗分⾜りているためだと考えられている

88

。冬眠と

いう⽣命現象の本質は、⾝体を構成する組織・細胞レベルでの「エネルギー需要
の低下」である。
「エネルギー供給不⾜」を⼀時的な「エネルギー需要低下」に
よって補填し延命するこの驚くべき能⼒は、冬眠すること以外では実現しない
特筆すべき⽣命現象である(Fig. S2d)。
この能⼒を⼈間社会に応⽤する概念は以前から存在している 118。たとえば、⼈
類の宇宙進出への貢献

13,119

ならびに医療応⽤、特に救急医療への適⽤が挙げら

れている 64,88,120。私は特に、重症患者に対する延命治療という観点から、冬眠の
医療応⽤が多くの恩恵を⼈間社会にもたらすのではないかと考えている。通常、
健常時（⾷餌や⽔分などのエネルギー資源が不⾜しておらず組織への栄養供給
が⼗分な時）には⾝体のエネルギーの需要と供給のバランスは保たれている(Fig.
S2a)。しかし、さまざまな疾患や重度外傷時には、呼吸器系・循環器系の失調や
失⾎などにより脳などの臓器への⼗分な⾎液・栄養供給が妨げられる(Fig. S2b)。
すなわち、栄養供給の仕組みの異常、あるいは栄養源が不⾜する事態には、需要
が供給を上回りエネルギーバランスが崩れる。重症患者の治療の際、現代の医学
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では「供給」の回復に焦点を当てている(Fig. S2c)。例えば、重篤な肺炎に罹患
した患者には⼈⼯呼吸器など近代的な機器を⽤いて酸素「供給」を補い、重度外
傷を負った患者には輸⾎などを⽤いて「供給」を補う。⼀⽅、⼈間を⼈為的に冬
眠状態へ誘導する技術（⼈⼯冬眠）を駆使した低代謝医療という概念では「需要」
に焦点を当てる(Fig. S2d)。
「供給」が「需要」に間に合わずエネルギーバランス
が崩壊した状況に対し、
「需要」を低下させることでバランスを保つ、というの
が低代謝医療の発想である（当然ながら、現代医学の供給補填との併⽤が望まれ
る）。⾃然界における冬眠動物と、現代⼈が直⾯する危機は⼀⾒異なる状況では
あるが、臓器・組織に栄養が供給されにくいという観点で⾒れば、冬眠動物と重
症患者が直⾯するエネルギー供給不⾜という危機は本質的には類似していると
考えられる(Fig. S2b)。実際に冬眠中の冬眠動物は、⽣命現象の⼟台ともいえる
基礎代謝を低下させ、エネルギー供給が危ぶまれる危機的状況を⽣き延びてい
る。
⼈⼯冬眠を活⽤した医療技術は特に、治療開始までの時間⼀刻を争う、脳⾎管
系や循環器系の救急疾患あるいは重度外傷において有⽤な医療ツールとなるの
ではないかと考えている

121

。重症な患者の中には病院までたどり着けば助かる

が、搬送が遅れたために救えないケースは少なくない。また、脳梗塞や⼼筋梗塞
などでは塞栓により⾎流が途絶えるため、できるだけ速やかに⾎流を再開する
必要があり、⾎管の再灌流までに⼀定時間が経過すると予後が著しく悪化する
ことが知られている

122

。そこで、搬送前の重症患者を⼀時的かつ安全に冬眠状

態に誘導できれば、治療開始までの時間を稼ぐことができ、現在では救えない患
者を救える可能性がある。冬眠のような能動的な低代謝機構が臨床的に注⽬さ
れている理由は、動物の⾝体が必要としているエネルギー需要を低下させるだ
けでなく、冬眠期間が終わると何事もなかったかのように通常状態に戻るとい
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う優れた可逆性にもある。
他の医療応⽤例として、既存の低体温療法に対する代替法として⼈⼯冬眠を⽤
いる考えがある。低体温療法とは、低酸素、外傷、出⾎などで損傷を受けた臓器
に対し、臓器の機能保護作⽤を⽬的として、損傷後早期に⼀定期間、体温を低下
させる低体温療法である（⽇本救急医学会 HP より⼀部引⽤）。臓器の中でも、
特に脳は低酸素に脆弱な臓器であり、脳保護を⽬的とした場合には脳低温療法
とも呼ばれる。⼼停⽌後の患者に弱めの低体温（mild hypothermia, 32-34℃）を
施⾏すると神経学的予後が改善されると報告されている

123

。また近年にも同様

に、⼼停⽌患者に対する低体温療法が蘇⽣後の脳機能を改善させたという報告
もされている

124

。⼀⽅、重度頭部外傷や脳卒中患者に対する低体温療法の有効

性については未だ⼀定の結論に⾄っておらず、慎重な検討が必要である。現在⾏
われている、⼼停⽌、頭部外傷、脳⾎管障害などの治療における低体温療法は、
強制的に外部から冷却することにより純粋に化学反応を遅くしているが

121

、理

想的には、組織や細胞が必要とする酸素消費量（エネルギー需要）を安全に下げ
る「低代謝療法」が望まれている 125。冬眠状態を（QIH の様に）中枢神経性に
誘導できれば、
（⼈為的ではあるが）より⽣理的な低体温を誘導できる可能性が
ある。例えば、冬眠状態では体温のセットポイントが低下するため、患者の体温
を下げた時に⽣じ得るシバリング等の⽣体反応を抑制することが可能となり得
る。低体温療法の有⽤性は未だ定かではないが、脳をはじめとする虚⾎に陥った
臓器の機能を⼈⼯冬眠によって保護できる可能性がある。
昨今猛威を振るっている重度急性呼吸器症候群コロナウイルス 2（SARS-CoV2）によって誘発されるウイルス性呼吸器疾患である新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）に罹患し重症化した場合、肺炎と共に呼吸不全に陥る危険性があ
る

126

。呼吸不全に陥った場合、集中治療室への⼊室や低酸素⾎症を緩和するた
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めの⼈⼯呼吸器の可及的速やかな導⼊が必要となる。また COVID-19 では、過
度な炎症、⾎⼩板活性化、⾎管内⽪機能不全、およびうっ⾎などにより⾎栓性疾
患を起こしやすくなると報告されている

126

。症状の重篤化段階において、過剰

なサイトカイン放出に加え、全⾝の⾎管において SARS-CoV-2 が⾎管壁に浸潤
する時に⽣じる⾎栓 blood clot の⽣成が重症化を促すと考えられている

127

。

COVID-19 の合併症として虚⾎性脳卒中が報告されており、これには SARSCoV-2 による⾎栓⽣成が起因していると考えられている

128

。上述したように、

冬眠中の冬眠動物では酸素需要を低下させることで少ない酸素供給の状況にお
いても延命することができる。COVID-19 が⽣命を脅かす最⼤の原因が呼吸不
全による臓器・組織の酸素供給量不⾜だと仮定すれば、⼈⼯冬眠による酸素要求
量低下措置(Fig. S2d)によって、容態の改善が⾒込めるのではないだろうか。ま
た冬眠中の冬眠動物の⾎液では、⾎⼩板をはじめとした⼀部の⾎液凝固因⼦が
著しく低値を⽰し 129,130、⾎液凝固しにくい状態であると考えられている 131。体
外に取り出された冬眠中の冬眠動物の⾎液は顕著に低い凝固速度を⽰す

132

。こ

れにより、顕著に低下した⾎圧・⼼拍数においても⾎管内に⾎栓が形成されない
特殊な環境が実現されると考えられている

131,133

。加えて、冬眠中の⾎液は、通

常であれば⽩⾎球減少症 leukocytopenia に値する程に低い⽩⾎球数を⽰すため、
免疫抑制 immunosuppression 状態であると考えられている

9,131

。冬眠中の冬眠

動物では LPS に対する免疫応答および付随する熱産⽣が⽣じないという報告も
ある

134

。冬眠動物の低凝固能・免疫抑制状態を⽣理的に維持する機構について

の知⾒は、⼀部の冬眠動物に関する研究報告によるものであり、未だ不明な点が
多いが 135、この現象を医療応⽤できれば COVID-19 における過度な⾎栓⽣成な
らびに過剰な炎症反応を抑制できる可能性がある。また⼀⽅で、⼈⼯冬眠は
COVID-19 などの感染症の感染拡⼤に⻭⽌めをかける技術にもなり得るのでは
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ないかと考えている。熱帯地⽅で冬眠するサルのように 71、ヒトも外気温 30℃
付近で冬眠できると仮定すれば、より恒温状態（37℃）に近い体温で代謝・活動
量を低下させること（マイルドな冬眠）が可能となり得る。この技術を家庭単位
に実装し、マイルド冬眠によって⼀定期間眠り、移動⾃粛・ステイホームを促進
させ、感染拡⼤を防⽌できる可能性も考えられる。⼈⼯冬眠を⼈間社会の⾝近に
実装することにより、医療崩壊やパンデミックを防⽌する未来も想像できる。
加えて、冬眠の原理を⻑期間の⼿術に活⽤する考えもある。全⾝⿇酔を⾏う⼿
術において⾝体を⻑時間動かさない状態が続くと、下肢などに⾎栓が⽣じ、術後
に深部静脈⾎栓症が⽣じる危険性がある
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。また輸⾎時など、術中には⾎液凝

固が⽣じる危険性が常にあるため、抗⾎⼩板薬や抗凝固薬を⽤いて対処しなけ
ればならない
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。上述した様に、冬眠中の循環⾎流量低下は⾎栓症のリスクを

⾼めると通常であれば予測されるが、冬眠動物は⾎栓症を呈さないとされる 130。
冬眠動物が有する抗凝固能を応⽤できれば、術後⾎栓症を未然に防ぐことが可
能となり得る。また、冬眠では全⾝の低体温への耐性も備わるため、全⾝⿇酔時
における受動的体温低下に対する耐久性を担保できる可能性もある。さらに冬
眠動物では、冬眠から覚醒する際、いわば虚⾎状態であった諸臓器（特に脳）に
⾎流が再度流⼊する虚⾎再灌流が⽣じるが、⽬⽴った組織傷害は⽣じないと考
えられている 86,87。すなわち冬眠中の冬眠動物には、虚⾎による低酸素へ耐性に
加え、⾎液の再灌流に起因する酸化ストレスへの耐性も備わると考えられてい
る
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。これらの特徴をヒトに応⽤できれば、⾎液循環の⼀時的停⽌が不可避な

循環器系の⼤⼿術の際に、虚⾎再灌流への脆弱性を改善できるかもしれない。冬
眠の低温耐性、虚⾎（低酸素）耐性、および抗凝固能の⼿術時への応⽤、すなわ
ち全⾝⿇酔と⼈⼯冬眠の併⽤によって、術中の組織傷害リスク軽減や、術後の患
部の機能改善が実現され得る。ただし、術後の恒温性及び⾎液凝固能の回復は必
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須事項であり、冬眠誘導技術を実装するだけでなく、冬眠状態を⼈為的に解除さ
せる技術開発も同時に⾏わねばならない。
以上のように、⼈⼯冬眠は重症患者の緊急搬送に加え、病態悪化の遅延、全⾝
⿇酔のサポート、あるいは移植医療のための臓器の⻑期間ストック等への貢献
も期待できる。⼈⼯冬眠を⽤いた医療技術は、COVID-19 での重篤化を防ぐ救
世主となる可能性もある。このように、⼈⼯冬眠によって臓器や組織へのダメー
ジを最⼩限に抑える“次世代型の低代謝医療”を実現させる可能性を、冬眠という
⾃然が創造した安全かつ⽣理的な低代謝現象に⾒出している。

60

４−５．本研究の意義：科学的な⾯⽩さ
冬眠研究は応⽤⾯（⼈⼯冬眠）が話題になり易い分野ではあるが、私が冬眠（哺
乳類の低代謝）研究をする原動⼒は「なぜこの状態で⽣きていられるのか」とい
う素朴な疑問にある。冬眠中の哺乳類は、体温をはじめとするあらゆる⽣理的機
能を減弱させている。（⽣命現象の⼟台ともいえる）基礎代謝をも削っている。
いわば“極限状態”で⽣きている。“⽣命現象の最⼩単位”とも考えられるこの状態
を詳細に解明できれば（少なくとも哺乳類の個体レベルでの）⽣命現象の本質を
つかめるのではないだろうか。
冬眠動物はいかにして体温を下げるのだろうか、冬眠動物の臓器（とくに脳や
⼼臓）はいかにして低温・低酸素状態に適応しているのだろうか。冬眠中には意
識が消失するが、脳は決して完全には停⽌していない。冬眠中においても活動し
続ける脳部位はどこなのか。本研究による成果では、これらの問いに答えること
はできておらず、冬眠現象の理解には程遠いのが現状である。QIH は、これま
で報告された⾮冬眠動物における誘導性低代謝現象の中では冬眠に最も近い現
象だといえるが、体温・代謝の観点からも決して冬眠とはいえない（考察４−２
参照）。また、当然ではあるが、冬眠は脳（中枢神経系）だけでは説明できず、
脳のほんの⼀部に存在するニューロン群のみが冬眠を司るとは到底考えられな
い。冬眠の誘導中枢は脳であると考えられているが、冬眠は全⾝性の⽣命現象で
ある。例えば睡眠という現象の現場は脳であるが、冬眠の現場は全⾝の細胞⼀個
⼀個である。
飢餓に瀕した動物は⾷餌を探すために⼀時活動量を増やすが、飢餓が続いた結
果（あるいは季節性に飢餓を予期した結果）
、⼀部の哺乳類は休眠・冬眠を発動
することができる。この時、⽣存のための⾷欲(本能)とエネルギー節約がどのよ
うに制御され、何が休眠・冬眠を惹起させるのか、どんなメカニズムが存在する
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のかなど興味は尽きない。⾷欲と冬眠には密接な繋がりがあると考えられてお
り、冬眠を解明できれば⾷欲をはじめとする様々な⽣理的機能・⾏動の理解への
緒となるかもしれない。
⼀部の冬眠動物、例えば最も有名な冬眠動物の１つであるシマリスは⼀度に数
ヶ⽉間冬眠するが、⼗数⽇に⼀回程度、極めて短期間、活動期と同レベルにまで
復温する 69。これを中途覚醒（interbout arousal : IBA）と呼ぶ。この復温の際に
消費するエネルギー量は、冬眠中に消費するうちの約 90%を占めることが知ら
れている 118。この時、動き回るわけではなくじっとしている場合も多いようで、
この体温上昇が何かしら意味のある現象なのか、⽣命維持に必須なものかどう
かは未だに議論の最中である。⼀⽅、低代謝からの復温時、脳波 EEG は睡眠（ノ
ンレム睡眠）の波形を⽰すため

139,140

、IBA は睡眠するためにあると信じている

研究者も少なくない。つまり冬眠中は睡眠不⾜であり、それを解消するために極
限まで低下させた基礎代謝をわざわざ激しく上昇させてまで睡眠する、という
仮説である。⼀⽅、冬眠する霊⻑類であるフトオコビトキツネザルでは、冬眠中
は通常 IBA が確認されるが、環境温度が⼀定以上（約 30℃以上）の場合は IBA
が確認されない
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。このことから、環境温度に依存した受動的な体温上昇でも

IBA の機能が補填される可能性がある。つまり IBA（で観られる急激な体温上
昇）⾃体には意義はなく、体温が⾼いこと⾃体にノンレム睡眠をとる、免疫系を
賦活するなどの意味がある可能性がある。理由は不明だが、低い脳温では睡眠で
きないのかもしれない。脳波や IBA などに着⽬した冬眠研究を通じて、睡眠の
⽣理的意義という近代科学における最難題の１つである問いの答えにも到達で
きるかもしれない。脳および中枢神経系に重点を置いた冬眠・休眠研究を今後も
展開し、極限にまで活動が削ぎ落とされた脳の状態を包括的に知ることで、脳が
関与する睡眠ひいては意識の本質を解明していきたい。
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どんな研究も素晴らしく、⾯⽩く、研究に熱い志を持つ研究者の研究成果を⾒
聞きするのは⼤変印象深い。とりわけ⽣理学という学問に魅⼒を感じる筆者と
しては、⽣物が有する恒常性（ホメオスタシス）の研究に特に興味が惹かれる。
数々の興味深い⽣理現象が存在するが、
「体温」および「体温制御（恒温性）」と
いう⽣命現象は容易に知覚可能な対象、⼤変⾝近な現象でもあり、我々ヒトを含
めたあらゆる恒温動物において「約 37℃の体温」が共通であるという点でユニ
ークかつ魅⼒的に映る。ニューロンの発⽕頻度、静⽌膜電位、活動電位、体液浸
透圧、⾎糖値、酸素飽和度、免疫機構、体液量、⾎圧、⼼拍数、呼吸数、摂⾷量、
飲⽔量、睡眠時間、概⽇リズム…ミクロからマクロの視点まで、おびただしい数
の⽣命維持に⽋かせない⽣理現象が存在し、これらの現象全てに、まるで機械の
ような設定値（セットポイント）がある。本研究において着⽬してきた“体温の
セットポイント”はその中の１つに過ぎない。体温に関して述べれば、恒温動物
の⾝体は何としても体温を強固に保つ機構を備えている⼀⽅、⼀時的に体温維
持を放棄できる哺乳類も存在する。休眠動物におけるこの体温・代謝変容はいか
にして為されているのか。この問いに私は、やはり、未だ全く答えることができ
ていない。この度幸運にも⾒出すことができた Q ニューロン・QIH の特徴を今
後より深く探っていく中で、体温セットポイントの維持・変動のメカニズムを解
明できれば、この学術領域の進展に⼤きく貢献できるに違いない。そして、体温
制御の観点からセットポイントの本質を掴むことは、他の⽣理現象におけるセ
ットポイントを概念的に理解する端緒にもなり得るのではないかと、私は密か
に期待している。
最後に、もし、天然の冬眠動物が Q ニューロン・QIH に全く依存しないシス
テムを保持し利⽤しているとしたら、それはそれで⼤変に興味深いと考えてい
る。もしそうであれば、いち科学者として驚嘆せざるを得ない。個⼈的な推察で
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は、天然の冬眠動物にも（当然⾮冬眠動物にも）Q ニューロンが存在し、冬眠に
おける体温低下・体温セットポイント低下の際には中⼼的な役割を担っている
のではないかと考えてはいるが、
「Q ニューロンが冬眠誘導中枢」であろうがな
かろうが、正直なところどちらでも構わない。Q ニューロンが関与しない別の
何かがあるとすれば、むしろそちらの⽅が未知への興味という点で科学的によ
り⾯⽩く、嬉しい気もする。ここまで記してきた私の博⼠課程での⼩さな研究成
果が、冬眠の原理解明に携われたのであればこの上ない幸せであるが、私が知り
たいのは「冬眠を誘導する中枢」の真理真相である。これを⽬の当たりにしたい
と思う気概は、研究を進めていく上での最⼤のモチベーションの１つである。
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５．総括
視床下部 Qrfp 産⽣ニューロンの機能解明を発端の⽬的とした本研究において、
マウス脳の Qrfp 遺伝⼦を発現する神経細胞集団のうち、視床下部視索前野の前
腹側脳室周囲核に局在する Qrfp 産⽣ニューロンを興奮性に操作することで、⻑
期的かつ可逆的な低体温・低代謝状態を誘導できることを⾒出した(Figs. 1-3)。
恒温動物である哺乳類が能動的に低体温・低代謝を⽰す⽣理現象として「休眠」
が挙げられる。低代謝期間が 1 ⽇以内（数時間程度）の⽐較的穏やかな休眠は⽇
内休眠、1 ⽇を超える⻑期に及ぶ深い休眠は「冬眠」と呼ばれる。冬眠中の哺乳
類は、体温セットポイントや基礎代謝率を能動的に⼤幅に低下させ、消費エネル
ギーを節約することで冬季や飢餓などの過酷な環境を⽣き延びている。医療へ
の応⽤という観点から、哺乳類における低代謝状態を誘導する能⼒には⼤きな
科学的関⼼が古くからあるが、冬眠を誘導するメカニズムは不明であり、冬眠動
物以外の哺乳類が同様の能⼒を潜在的に有しているかどうかも明らかになって
いなかった。
休眠のような、可逆的な低体温・低代謝状態を誘導するこの神経細胞集団を Q
ニューロン（Quiescence-inducing neurons : 休眠誘導ニューロン）、惹起された
低体温・低代謝状態を QIH（Q neuron-induced hypothermia and hypometabolic
state）と名付けた(Fig. 3)。QIH は少なくとも 1 ⽇以上継続し、⼼拍数・呼吸数・
脳活動などの⾝体的徴候が顕著に低下した(Fig. 4)。⼀⽅、全ての個体が正常状
態に⾃発的に戻り、QIH 前後で⾏動学的・組織学的な異常は確認されなかった
(Fig. 5)。QIH 中の体温制御システムを解析した結果、QIH では体温のセットポ
イントが低下していること、並びに顕著な低体温中にも関わらず体温調節機構
が機能していることが判明した(Figs. 6, 7)。QIH は、全⾝⿇酔などの受動的な
低代謝状態とは全く異なる、制御された低代謝状態であった(Fig. 8)。哺乳類に
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おける体温セットポイント低下および制御下の低体温・低代謝状態は、冬眠中の
冬眠動物において唯⼀観察される⽣理学的特徴であることから、QIH は休眠の
中でも冬眠に類似した現象であることが判明した。
QIH の神経科学的メカニズムを探索した結果、Q ニューロンは熱産⽣促進中
枢である視床下部背内側核に主に作⽤し(Fig. 10)、Q ニューロンの⼤多数は興
奮性（グルタミン酸作動性）であり、QIH の適切な駆動には Q ニューロン由来
のグルタミン酸放出が不可⽋であった(Fig. 11)。QIH を駆動する神経経路は、
これまで普及していた体温制御に関する（体温を下⽅に調節する）経路とは⼀致
していないことから、体温低下を促進する新規の神経経路であることが判明し
た(Fig. S1)。
マウスよりも⼤型な齧⻭類であるラットを⽤いて、Q ニューロン局在マウス脳
領域に相当する部位の（⼀部 Qrfp を発現する）グルタミン酸作動性ニューロン
を興奮性に操作した実験では、QIH に類似した低代謝状態の誘導に成功した
(Fig. 14)。すなわち、⻑期間の低代謝状態を誘導する神経経路が、⾮休眠動物で
あるラットにおいても存在することが⽰された。
以上の結果より、哺乳類の脳に存在するＱニューロンを選択的に興奮させるこ
とで、⾮冬眠動物（マウスおよびラット）に冬眠様状態 QIH を誘導できること
が明らかとなり、⾮冬眠動物にも冬眠誘導システムが保持されている可能性が
⽰された(Fig. S3)。
冬眠の原理を解明し、ヒトに応⽤できれば、これまでは救えなかった命や機能
を救える可能性が出てくる。⼀般に、様々な救急疾患（⼼筋梗塞・脳梗塞など）
や重度外傷の患者において、脳などの臓器・組織への「⾎流＝酸素・栄養供給」
が低下し致命的になることが多いが、この様な重症患者の救急搬送の際、ＱＩＨ
を迅速かつ効率的に誘導する⽅法（⼈⼯冬眠）が開発されれば、組織の酸素需要
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量を低下させ組織傷害を最⼩限に⾷い⽌める“低代謝医療”が実現する可能性が
ある(Fig. S2)。⼈⼯冬眠が実現されれば、重症患者の緊急搬送に加え、病態悪化
の遅延、全⾝⿇酔時のサポート、あるいは移植医療のための臓器の⻑期間ストッ
ク等への貢献、さらに将来においては宇宙探索への応⽤なども期待できる(Fig.
S3)。また近年猛威をふるう COVID-19 の重症化を防ぐ医療技術となることも
期待される。
今後は、Q ニューロンの網羅的遺伝⼦発現解析、並びに QIH を駆動するより
詳細な神経経路系を探る。天然の冬眠動物ならびに冬眠しない霊⻑類における
Q ニューロンの存在・機能証明も今後チャレンジすべき最も⼤きな研究課題の
１つである。加えて、Q ニューロンを主軸とした体温・代謝調節機構のより深
い探求は、⽣理学という観点からも興味深い研究である。恒温動物（哺乳類）に
おける劇的な体温・代謝変容の原理を解明することは、われわれ恒温動物に⽣得
的に備わる体温制御メカニズム（体温のセットポイント）の実態を掴む緒にもな
り得ると期待される。
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６．⽅法
データレポーティング

本研究において、所定のサンプルサイズ決定に関して統計学的⼿法は⽤いて
いない。ほぼ全ての実験は単独の実験者によって⾏われたため、実験者は任意
に抽出されておらず、結果評価および実験遂⾏において観察者に対するブライ
ンドは⽤いられていない。⼤多数のデータ採取は⾃動的に⾏われたものである
ため、客観性は担保されていると考えられる。
実験動物

全ての動物実験は、筑波⼤学、国際統合睡眠医科学研究機構（International
Institute of Integrative Sleep Medicine: IIIS）、理化学研究所⽣命機能研究セン
ター(Biosystems Dynamics Research: BDR)において、それぞれの機関の動物
実験ガイドライン遵守のもと遂⾏された。動物実験は各々の機関における動物
実験委員会に承認されており、ゆえに NIH ガイドラインを遵守した上で遂⾏
されたものとなっている。飢餓誘導性⽇内休眠実験（Figs. 6, 7, 13）を除き、
実験動物は⾷餌および給⽔を⾃由に活⽤可能な環境に置かれた。環境温度は
23℃(IIIS)あるいは 22℃(BDR)に維持され、湿度は約 50%に保たれ、12 時間
毎の明暗サイクルで、飼育環境は適切に維持された。QrfpiCre マウスは
C57BL/6N 胚性幹細胞での相同組換え、および８細胞期(ICR)移植によって作
製された（新潟⼤学脳研究所モデル動物開発分野との共同研究により作製）。
ターゲティングベクターは、Qrfp 遺伝⼦のエクソン２における prepro-Qrfp 配
列のコーディング領域が iCre と pgk-Neo カセットで置換されるように設計さ
れた。そのため、内因性 Qrfp プロモータは iCre を発現させる仕組みとなって
いる(Fig. 1)。キメラマウスは C57BL/6J 雌マウス(Jackson Laboratory)と交配
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された。pgk-Neo カセットは FLP66 マウスとの交配によって除去され、少な
くとも 10 回の C57BL/6J マウスとの戻し交配が⾏われた。最初に、F1 雑種は
ヘテロ接合体同⼠の交配によって作出され、少なくとも 8 回の C57BL/6J マウ
スとの戻し交配が⾏われた。特に記載がない限り、QrfpiCre マウスを⽤いた全て
の実験は iCre ヘテロ接合体の雄を⽤いて⾏われた。Rosa26dreaddm3 および

Rosa26dreaddm4 マウスは C57BL/6N 胚性幹細胞での相同組換えによって作製さ
れ、上述した QrfpiCre マウスでの⼿順と同様な⼿法が使⽤された（新潟⼤学脳
研究所モデル動物開発分野との共同研究により作製）。ターゲティングベクタ
ー情報は Fig. 2a に記載されている。Rosa26tm9(CAG-tdTomato)Hze (Ai9)マウス、

Slc32a1 tm1Lowl (Vgat flox)マウス、Slc17a6tm1Lowl (Vglut2 flox)マウスは Jackson
Laboratory より搬⼊された。各々のストック番号は順に 007909, 012897,
012898 である。Wistar ラットは Oriental Yeast Co.より搬⼊された。
ウイルスベクター

実験に⽤いた遺伝⼦組換え AAV は、⼀般に普及している３種プラスミドト
ランスフェクション（ヘルパーウイルスフリー）法を⽤いて作製された 141。最
終的に精製された AAV は-80 ℃にて保管した。定量 PCR によって AAV のタ
イターを確認した。各々の AAV のタイターは、AAV10-EF1α-DIO-TVAmCherry, 4 × 1013; AAV10-CAG-DIO-RG, 1 × 1013; AAV10-EF1α-DIOhM3Dq-mCherry, 1.64 × 1012; AAV10-EF1α-DIO-mCherry, 1.44 × 1012;
AAV10-EF1α-DIO-SSFO-EYFP, 1.35 × 1012; AAV9-hSYN-DIO-TeTxLCeYFP, 6.24 × 1014; AAV9-hSYN-DIO-GFP, 4 × 1012; AAV10-CaMKIIαhM3Dq-mCherry, 1.4 × 1014 genome copies/ml である。遺伝⼦組換え狂⽝病ウ
イルスは既出の⽅法を⽤いて作製された 142,143。SADΔG-GFP(EnvA)のタイタ
ーは 4.2 × 108 infectious units/ml である。
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脳定位⼿術

脳への AAV ベクター投与のため、QrfpiCre マウス（雄 8-12 週齢）あるいは
ラット（雄 8 週齢）をイソフルラン⿇酔にかけ、脳定位フレーム(David Kopf
Instruments)に設置した。制御された速度（0.1 µl / min）のもと、Hamilton ニ
ードルシリンジ(33 gauge)を⽤いて AAV を標的脳部位に注⼊した。AAV 注⼊
完了後、ニードルを 10 分間その場に留置させた。動物の術後回復およびウイ
ルス発現のための待機期間は、特に記載のない限り、少なくとも 2 週間とし
た。
Fig. 3 の薬理遺伝学的操作（DREADD）実験では、AAV10-EF1α-DIOhM3Dq-mCherry あるいは AAV10-EF1α-DIO-mCherry を QrfpiCre マウスの視
床下部前⽅（AVPe/MPA を含む POA 領域、ブレグマからの座標：anterior‒
posterior (AP), −0.22 mm; medial‒lateral (ML), ± 0.25 mm; dorsal‒ventral
(DV), −5.50 mm; 0.50 µl in each site）に両側投与した。LHA 群には視床下部
後⽅（LHA を含む外側領域、ブレグマからの座標：AP, −1.58 mm; ML, ±
1.00 mm; DV, −5.00 mm; 0.30 µl in each site)に AAV10-EF1α-DIO-hM3DqmCherry を両側投与した。
Q ニューロンの順⾏性軸索投射の同定実験（Fig. 9, 10）では、0.30 µl の
AAV9-hSYN-DIO-GFP を視床下部前⽅(AP, −0.22 mm; ML, 0.25 mm; DV,
−5.50 mm)に⽚側投与した。
光遺伝学的操作実験（Fig. 10）では 0.30 µl の AAV10-EF1α-DIO-SSFOEYFP を AVPe/MPA (AP, 0.38 mm; ML, 0.25 mm; DV, −5.25 mm from
bregma)に⽚側投与した。光ファイバーは、群毎に、両側 AVPe/MPA (AP,
0.38 mm; ML, ± 0.25 mm; DV, −5.00 mm)、両側 DMH (AP, −1.70 mm;
ML, ± 0.25 mm; DV, −4.75 mm)あるいは⽚側 RPa (AP, −6.00 mm; ML,
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0.00 mm; DV, −5.50 mm)にそれぞれ留置された。個飼いケージにて 3 週間の
回復期間を与えた後に、⾚外線熱画像カメラを⽤いた体温測定実験を⾏なっ
た。
⾏動実験(Fig. 5)、Q ニューロンの詳細な解剖学的位置や特徴を特定する実
験(Figs. 11a, 12)、およびコンディショナルノックアウトマウスを⽤いた
DREADD 実験(Fig. 11b-d)では、0.30 µl の AAV10-EF1α-DIO-hM3DqmCherry を AVPe/MPA (AP, 0.38 mm; ML, 0.25 mm; DV, −5.25 mm from
bregma)に⽚側投与した。対照群には同じ部位に同量の AAV10-EF1α-DIOmCherry を投与した。
Q ニューロンの抑制実験では、混合 AAV（0.20 µl AAV9-SYN-DIOTeTxLC-eYFP と 0.20 µl AAV10-EF1α-DIO-hM3Dq-mCherry）を
AVPe/MPA, Pe (AP, −0.22 mm; ML, ± 0.25 mm; DV, −5.50 mm from
bregma)に両側投与(Fig. 13a)、0.30 µl AAV9-SYN-DIO-TeTxLC-eYFP を同部
位に両側投与した(Fig. 13c)。
ラット実験では(Fig. 14)、0.20 µl AAV10-CaMKIIα-hM3Dq-mCherry を
AVPe/MPA (AP, 0.12 mm; ML, ± 0.40 mm; DV, −8.50 mm from bregma)に
両側投与した。
薬剤投与

Clozapine N-oxide( CNO, Abcam, ab141704)を⽣理⾷塩⽔に 100 µg/ml ⽐率
で溶かし、-20°C にて凍結保存した。使⽤直前に CNO 溶液を溶かし、マウス
（1 mg/kg, 29 gauge 針）およびラット（5 mg/kg, 25 gauge 針）の腹腔内に投
与した（10 µl/g）。
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⽣体シグナル記録

表部体温熱画像解析のために、マウスを実験⽤ケージ(25 × 15 × 10 cm)に
⼊れ、ケージ床から 30 cm 上に⾚外線サーモグラフィカメラ(InfReC R500EX,
Nippon Avionics) を設置し、マウスを観察した。表部体温を明瞭に検知するた
めに、実験開始の少なくとも 1 ⽇前に、軽度のイソフルラン⿇酔下でマウスの
背中の⽑をヘアークリッパーで刈った。熱画像は 1 Hz の割合で記録し、
InfReC Analyzer NS9500 Professional software (Nippon Avionics)を⽤いて解析
した。1 フレームにおける最⾼温度をデータとして⽤い、これを TBAT と表記し
使⽤した(Figs. 3b, 10c‒g, 11c, d)。22℃に設定された温度管理チャンバー(HC100, Shin Factory)の中で、これらの実験を遂⾏した。
深部体温(TB)、酸素消費量(VO2)、脳波(electroencephalogram : EEG)、⼼電
図（electrocardiogram : ECG）、呼吸を記録するため、各々のマウスを代謝測
定チャンバーに配置し、温度管理チャンバー(HC-100, Shin Factory あるいは
LP-400P-AR, Nippon Medical & Chemical Instruments)内で測定実験を⾏っ
た。以下に⽰す全ての⼿術は、⼗分なイソフルラン全⾝⿇酔下において実⾏し
た。
TB を途切れなく計測するために、全⾝⿇酔の下、テレメトリー温度感知セン
サー(TA11TA-F10, DSI)を実験動物の腹腔内に留置した。この留置⼿術は測定
実験の少なくとも 7 ⽇前に実⾏した。
動物の VO2 と⼆酸化炭素産⽣量 VCO2 は、⽣体ガス分析⽤質量分析装置
(ARCO-2000 mass spectrometer, ARCO system)を⽤いて途切れなく測定され
た。測定後、動物個体体重（g）毎に換算した単位時間あたりの数値
（ml/g/h）をグラフ作成に⽤いた。呼吸商（respiratory quotient : RQ）は VO2
に対する VCO2 の⽐（VCO2/ VO2）として算出された。ARCO system を⽤い
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た全ての代謝測定実験は BDR において遂⾏した実験である。
EEG および ECG は⽣体電位測定⽤テレメトリー送信機(HD-X02, DSI)を⽤
いて同時に記録した(Fig. 4a, b)。EEG 記録のために、２つのステンレス螺⼦
(1-mm diameter)を送信機のワイヤーに取り付け、特定の位置(AP, 1.00 mm;
right, 1.50 mm from bregma and lambda の⼆箇所)に⽳を開けた。⼤脳⽪質か
らの電位を採取するため、この螺⼦を⽳に埋め込んだ。ECG 測定のために、
残りの２本のワイヤーを胸腔の表⾯に留置した。送信機の本体は腹腔内に埋め
た。術後の回復期間として少なくとも 10 ⽇間をあてた。EEG および ECG デ
ータ採取システムとして、DSI 送信機専⽤のアナログ-デジタル変換回路および
ソフトウェア Ponemah Physiology Platform (v.6.30, DSI)を使⽤した。サンプ
リングレートは EEG、ECG 共に 500 Hz に設定し、採取したデータを ASCII
フォーマットに変換して解析に⽤いた。⼼拍数（heart rate : HR）は、ECG デ
ータの QRS 群における R 波ピーク解析を⽤いて検出した。⼼拍変動（heart
rate variability : HRV）解析では、⼀連の R-R 間隔（ms）を 20 Hz の時系列デ
ータへと再標本化し、60 秒データ幅毎のパワースペクトルを解析した。R-R 間
隔の時系列データをトレンド除去し、波形を窓関数にかけ周波数を解析した。
⾼周波（high-frequency : HF）(ms2)は 1.5‒4 Hz、低周波（low-frequency :
LF）(ms2)は 0.4‒1.5 Hz の HRV パワースペクトラムの合計として定義した
144

。HRV 解析にも Ponemah Physiology Platform (v.6.30, DSI)を使⽤した。

呼吸流量（respiratory flow rate : RR）は、⾮侵襲的呼吸波形取得システム 145 を
使⽤して記録した。少なくとも 0.3 L/min で空気が流⼊する代謝チャンバー
(TMC-1213-PMMA, Minamiderika Shokai)にマウスを配置した。このチャンバ
ーは圧センサー(PMD-8203-3G, Biotex)に繋がれており、チャンバー内外の圧
⼒の差を検知することを可能とする。マウスが呼吸をする際、息を吸う時にチ

73

ャンバー内外の圧⼒差が増⼤し、息を吐く時に減弱する 145。センサーからのア
ナログ信号出⼒は AD 変換器(NI-9205, National Instruments)によってデジタ
ル化され、専⽤のデータ記録ソフトウェア（Biotex）によってコンピュータに
蓄積された。全ての代謝測定実験中、ネットワークビデオカメラ(TSWPTCAM, I-O DATA, Inc.)を⽤いて動物の⾏動も観察し、必要に応じてレコ
ーディングを⾏った(Figs. 6-8)。ʻ⽣体シグナル記録ʼは、BDR の砂川⽞志郎博
⼠との共同研究によるものである。
全⾝⿇酔下での代謝測定

TB、VO2、ビデオ録画を同様に⾏いつつ（ʻ⽣体シグナル記録ʼを参照）、代
謝チャンバーの給気管を吸⼊⿇酔装置(NARCOBIT-E, Natsume Seisakusho)に
直接つなぎ、イソフルランを流⼊させた。マウスを 1%イソフルランに暴露さ
せ、環境温度を 28℃に 30 分間維持した。寒冷環境における代謝変化を観察す
るために、その後外気温を 12℃に変更し 90 分間維持した。実験後、全ての動
物をホットプレート上で温め、回復を確認した後にホームケージに戻した。ʻ全
⾝⿇酔下での代謝測定ʼは、BDR の砂川⽞志郎博⼠との共同研究によるもので
ある。
⾎液の⽣化学的解析

⽣化学解析に⽤いた⾎液は、25-gauge 針を⽤いて⿇酔状態のマウスの左⼼室
から採取した。採取された⾎液を氷上で２時間静置させた後、⾎液サンプルを
遠⼼（2,000g for 10 min at 4℃）し、上清を採取して-30℃で保管した。凍結⾎
漿サンプルの⽣化学的解析は Fujifilm Wako Pure Chemical Corporation に委託
した。Na+ (mM)、K+ (mM)、Cl- (mM)、アスパラギン酸アミノ基転移酵素
aspartate aminotransferase (IU/l)、アラニントランスアミナーゼ alanine
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transaminase (IU/l)、乳酸脱⽔素酵素 lactic acid dehydrogenase (IU/l)、クレア
チンキナーゼ creatine kinase (IU/l)、⾎糖値 glucose (mg/dl) および総ケトン
体量 (µmol/l) を対象に測定した。ʻ⾎液の⽣化学的解析ʼは、BDR の砂川⽞志
郎博⼠との共同研究によるものである。
免疫組織化学染⾊

イソフルランを⽤いて実験動物（マウス、ラット）を深い⿇酔状態に⼀定時
間維持し、早急に 10% sucrose 液で経⼼腔的に脱⾎した後、ice-cold 4%
paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer pH 7.4 (4% PFA)で灌流固定し、
脳を摘出した。脳を 4% PFA に浸し 4 ℃にて⼀晩後固定した後、スクロース
溶液〔30% sucrose in 0.1 M phosphate buffered saline pH 7.4 (PBS)〕内で
4 ℃にてインキュベートした。脳が底に沈みスクロース置換が完了した後にク
ライオモールドに移して Tissue-Tek OCT compound (Sakura)に浸し、セクシ
ョニングまで-80℃で凍結保存した。クライオスタット(CM1860, Leica)を⽤い
て脳を冠状に薄切し、凍結切⽚を作出した。30 µm 毎に順番に４セットに分け
PBS で満たされた 6-well plate に回収した。染⾊に⽤いない切⽚サンプルは、
グリセロール不凍液に回収し染⾊時まで-20 ℃で保管した。染⾊に⽤いる切⽚
を、最初に PBS で 10 分×3 回室温にて洗浄し、環状シェイカー上で揺らしつ
つインキュベートさせた。特に記載がない限り、この後の染⾊⾏程でのインキ
ュベーションは環状シェイカー上で⾏った。脳切⽚の浸透性を上げるため浸透
液（1% Triton X-100 in PBS）に浸し、室温で１時間静置させた。次に、ブロ
ッキング溶液〔10% Blocking One (Nacalai Tesque) in 0.3% Triton X-100treated PBS〕に浸し、室温で１時間インキュベートした。続いて、1 次抗体液
に浸し 4℃で⼀晩反応させた。同様の⼿法で 3 回洗浄した後、2 次抗体液を
4℃で⼀晩反応させた。同様の⼿法で 3 回洗浄した後にスライドグラスにマウ
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ントし、封⼊材 HardSet Mounting Medium with DAPI（VECTOR
LABORATORIES）を⽤いて封⼊した。本研究で使⽤した１次抗体は；rabbit
anti-cFOS (1:4,000, ABE457, Millipore), goat anti-mCherry (1:15,000, AB0040200, Sicgen), rat anti-GFP (1:5,000, 04404-84, Nacalai Tesque), mouse anti-TH
(1:1,000, sc-25269, Santa Cruz Biotechnology), mouse anti-orexin-A (1:200, sc80263, Santa Cruz Biotechnology) and rabbit anti-MCH (1:2,000, M8440,
Sigma)である。本研究で使⽤した２次抗体は；Alexa Fluor 488 donkey anti-rat,
488 donkey anti-rabbit, 594 donkey anti-rabbit, 594 donkey anti-goat, 647
donkey anti-mouse and 647 donkey anti-rabbit (全て 1:1,000, Invitrogen)であ
る。抗体の希釈率はそれぞれ括弧内の数値で表しており、溶媒にはブロッキン
グ溶液を⽤いた。ニッスル染⾊のためには、２次抗体の染⾊段階において、
NeuroTrace 435/455 blue fluorescent Nissl stain (1:500, N-21479, Invitrogen)
を⽤いて脳切⽚を対⽐染⾊し、FluorSave Reagent (Millipore)を⽤いて封⼊し
た。脳切⽚の撮影には Axio Zoom.V16 (Zeiss)および TCS SP8 laser confocal
microscope (Leica)を使⽤した。マウス脳領域は Paxinos and Franklinʼs atlas of
the mouse brain146 、ラット脳領域は Paxinos and Watsonʼs atlas of the rat
brain147 を参照して区画を定義した。定位的⽅向や位置関係を簡潔に⽰すため、
Figure 作成に使⽤したいくつかの脳地図は適宜改変して使⽤している。
In situ hybridization

蛍光 in situ hybridization は RNAscope Fluorescent Multiplex Kit (Advanced
Cell Diagnostics)を使⽤して実⾏した。使⽤したプローブは Probe-Mm-Qrfp
464341、mCherry 431201-C2、Mm-Slc32a1 319191-C3、Mm-Slc17a6
319171、Mm-Adcyap1 405911-C2、Mm-Bdnf-CDS 457761-C3、Mm-Ptger3O1 501831-C3 および Rn-Qrfp 834441 である。新鮮な 4%PFA を⽤いてマウ
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スおよびラットを灌流固定した。セクショニング過程に⼊るまではʻ免疫組織化
学染⾊ʼと同様な⼿法で脳サンプルを調整した。ただし、mRNA シグナルの失

活を防ぐため、PBS は Diethylpyrocarbonate (DEPC)処理された PBS を⽤い
た。脳を 20 µm 厚で冠状に薄切し、スライドガラス（Superfrost Plus
microscope slides, Fisherbrand）にマウントした。事前処理過程（後固定と脱
⽔）および、それに続く in situ hybridization（RNAscope fluorescent multiplex
assay）過程は RNAscope Assay Guide (document numbers 320513 and
320293)に正確に従い実⾏した。免疫組織化学染⾊との組合せ(Figs. 11a, 12d)
のために、in situ hybridization での増幅過程（amplification phase）終了後、
スライド標本を速やかに免疫組織化学染⾊における洗浄過程に移し、その後は
ʻ免疫組織化学染⾊ʼと同様な⼿法を⽤いて調整した。
細胞数計測

FOS 発現解析(Fig. 3c)および蛍光 in situ hybridization(Figs. 11a, 12d, 14f)の
染⾊脳切⽚は、共焦点型顕微鏡 TCS SP8 laser confocal microscope (Leica)を⽤
いて画像化した。2 µm 毎に画像を取得し、それぞれ 25 µm および 10 µm の厚
さで画像解析ソフトウェア(LAS X, Leica)上で z-stack 処理を⾏い、再構成した
画像をカウンティングに使⽤した。カウンティングは⼿動で実⾏した。対象と
する細胞は画像解析ソフトウェア(LAS X, Leica)を⽤いて計測した。
Fig. 3c では、マウス（各々の群から n = 3 ずつ）の AVPe および MPA 領域
(0.50 and 0.26 mm from bregma)合計６切⽚を、⽤意した３群において
mCherry 発現細胞（Q ニューロン）と FOS シグナルを検出し、Q ニューロン
全体に対する FOS 陽性 Q ニューロンの割合を算出した。
Fig. 11a では、Q-hM3D マウス（n = 2）の AVPe/MPA 領域（脳切⽚ n =
3、0.50, 0.38 and 0.26 mm from bregma）の Q ニューロンにおける Vglut2 発
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現および Vgat 発現を調べた。
Fig. 12d では、Q-hM3D マウス（n = 2）の AVPe/MPA 領域（脳切⽚ n =
3、0.50, 0.38 and 0.26 mm from bregma）の Q ニューロンにおける Adcyap1
発現および Bdnf 発現、並びに Ptger3 発現を調べた。
逆⾏性トレーシング

QrfpiCre マウス（雄、10-12 週齢）および狂⽝病ウイルス（Rabies Virus:
RV）の経シナプス感染能を利⽤した逆⾏性トレーシング法 49‒51 を⽤いた（Fig.
12）。始めに、Q ニューロンに TVA および rabies glycoprotein (RG)を発現さ
せるため、混合 AAV ベクター溶液（0.16 µl AAV10-EF1α-DIO-TVA-mCherry;
0.33 µl AAV10-CAG-DIO-RG）を AVPe/MPA (AP, 0.38 mm; ML, 0.25 mm;
DV, −5.25 mm from bregma)領域に⽚側投与した。3 週間後、0.3 µl SADΔGGFP(EnvA)を同領域に⽚側投与した。6 ⽇後、マウス脳を固定サンプリング
し、免疫組織化学染⾊を⾏った。顕微鏡（Axio Zoom.V16 (Zeiss) および TCS
SP8 laser confocal microscope (Leica)）を⽤いて、全脳領域を観察し、スター
ター細胞（mCherry と GFP ⼆重陽性）、⼊⼒細胞(GFP 単独陽性)を検出し
た。
光遺伝学的操作

光遺伝学実験⽤に⼿術したマウスを光ファイバー接続ケーブル(直径 200-µm;
NA: 0.22, 1.0 m ⻑; Doric Lenses)につなぎ、レーザー光源 (DPSS lasers ,473nm blue あるいは 589-nm yellow; Shanghai Laser)を⽤いて光照射し、Q ニュ
ーロンを光遺伝学的に操作した。光ファイバーの先端より出⼒されるレーザー
強度を 8-10 mW の範囲に調整し、光照射は TTL パルスジェネレータ(Amuza)
を⽤いて制御した。473-nm 波⻑レーザー光刺激による実験（Fig. 10c‒f）で
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は、30 分毎に 4 回、1 秒の光を照射した。589-nm 波⻑レーザー光刺激を混じ
えた実験（Fig. 10g）では、473-nm レーザーを 60 分毎に 3 回、1 秒の光を照
射し、2 回⽬の 473-nm レーザー照射の 3 分後に 5 秒間 589-nm レーザーを照
射した。
⾏動試験

全ての⾏動実験は実験⽤マウスの活動期にあたる暗期に⾏った。Q-hM3D
マウス（n = 5）と、AAV10-DIO-mCherry を AVPe/MPA に投与した QrfpiCre
マウス（n = 5）を⽤いた(Fig. 5)。AAV 投与⼿術後、それぞれのマウスを個飼
いにし、2 週間を回復期間とした。実験者に慣れさせるため毎⽇ハンドリング
を⾏った。全ての個体に CNO を腹腔内投与し、⾚外線カメラを⽤いて QhM3D マウス群の体温低下を確認した。CNO 投与の 2 週間後より⾏動実験を
開始した。ロータロッド試験以外の⾏動実験はビデオカメラ（FDR-AX60,
Sony）で撮影し、Smart Video Tracking Software (Panlab, Harvard Apparatus)
を⽤いて解析した。⾏動試験は１⽇１項⽬、以下の順序で⾏った。
オープンフィールド試験は、正⽅形アリーナ(不透明プラスチック製、 横 40
× 縦 40 × ⾼ 30 cm)の中で薄暗い環境（約 10 lx）のもと⾏われた。各々のマ
ウスをフィールドに配置し、20 分間⾃由に探索⾏動させた。セッションが終わ
る毎に、フィールド内を 70%エタノールと弱酸性⽔を⽤いて洗浄した。
新規物質認識試験は、オープンフィールド試験と同じアリーナ内で⾏われ
た。接触かつ認識可能な物体（物体 A）を対象的に配置した。各々のマウスを
フィールドに配置し、20 分間⾃由に探索⾏動させた。1 ⽇後、物体 A の１つは
そのまま配置し、⼀⽅は新規物体（物体 B）に取り替えた。新規物質認識試験
のためにマウスを再び同じフィールドに配置した。識別率を求めるために、そ
れぞれの物体付近での滞在時間（物体中⼼からの 5cm 直径円内に滞在した時
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間）を計測した。識別率は（時間 B ‒ 時間 A） / （時間 A + 時間 B）と定義
した。砂⼊り 25 ml 細胞培養フラスコ、およびプラスチック製堆積ブロックを
物体として使⽤した。偏りを避けるため、フラスコあるいはブロックを物体 A
あるいは B として実験毎に無作為に使⽤した。
効果式⼗字迷路は、床から 25cm ⾼で展開された中⼼領域、２つのオープン
アーム、２つのクローズドアームで構成される⽩⾊プラスチック製装置を⽤い
て、薄暗い環境（約 10 lx）のもと⾏われた。マウスは中⼼領域に配置され、
15 分間⾃由に探索した。
ロータロッド試験は、加速式ロータロッド（Ugo Basile）を⽤いて⾏われ
た。マウスは回転する円筒（直径 3cm）上に配置され、床に落下するまでの潜
時を測定した。円筒の回転速度を最初４rpm にセットし、300 秒間かけて徐々
に⼤きくした。マウスが落下しなかった場合は 300 秒で実験を中⽌し、落下潜
時を 300 秒とした。
尾懸垂試験では、尻尾の先端から約 2cm の部位にマスキングテープを貼り、
５分間マウスを懸垂させ、無動時間を計測した。
全⾏動実験終了の 1 週間後、全ての個体を灌流固定した。脳、⼼臓、肝臓、
腎臓、筋⾁（ヒラメ筋）を標準的な⽅法を⽤いてヘマトキシリン・エオジン染
⾊した。
体重・⾷餌量・活動量測定

Q-hM3D マウス（n = 6）を⽤意し、QIH 誘導前後における体重・⾷餌量・
活動量を測定した(Fig. 5a)。⾳減弱防⾳チャンバー(Muromachi)に個飼いマウ
ス⼊りケージを⼊れた。体重および餌消費量は毎⽇暗期開始時点で⼿動にて計
測した。Day4 に⽣理⾷塩⽔、Day6 に CNO(濃度 1 mg/kg)を腹腔内投与(体重
1g あたり 10 µl 量)した。活動量は、ケージ 25cm 上に位置する移動物体センサ
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ーを⽤いて途切れなく全⽇に渡って検出した。取得データは SOF-860 software
(Med Associates)を⽤いて解析し、１時間毎のデータを出⼒し評価に⽤いた。
⽇内休眠誘導

飢餓誘導性⽇内休眠（fasting-induced daily torpor : FIT）誘導実験には(Figs.
6l, 13d)、少なくとも 3 ⽇間の代謝測定期間を割り振った。対象となるマウス
を、記録開始の 1 ⽇前に代謝チャンバー（⾷餌および給⽔は⾃由に利⽤可能）
に配置した(Day 0)。マウスに埋め込まれたテレメトリー温度センサーを ON
状態にした後に、マウスを代謝チャンバーに配置した。実験期間中、環境温度
は Day 0 に⽰す温度と同じ値に設定し常に⼀定に維持した。標準的な実験デザ
インは以下である。Day 1 は TB、VO2 のベースライン測定のための期間とし
た。休眠を誘導するため、Day 2 の明期開始時〔zeitgeber time（ZT）0〕に⾷
餌を取り除いた。24 時間経過後の Day 3 (ZT 0)に⾷餌を戻した。給⽔は常に
利⽤可能な環境にした。ʻ⽇内休眠誘導ʼは、BDR の砂川⽞志郎博⼠との共同研
究によるものである。
統計分析

本研究では、ベイズ統計を⽤いて仮説および実験結果を評価した。仮説を構築
するパラメータを⽤いて統計モデルをデザインし、モデルを実験結果に適合さ
せた。ベイズ推定を⽤いた統計分析では、パラメータの尤度および事前確率分
布から、モデルパラメータの事後確率分布を推定できる。本研究において実⾏
した全ての統計学的データ分析には、統計分析ソフトウェア R（v.3.52）148 の
RStan ライブラリーに実装されている Stan（v.2.18.0）149 を使⽤した。統計モ
デルデザインにおいて基盤とした理論や⽅法は「Statistical Rethinking: A
Bayesian Course with Examples in R and Stan」150 を参考にした。ベイズ統計に
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⽤いた全てのモデルのソースコードは公開されている
（https://briefcase.riken.jp/public/JjtgwAnqQ8lAgyI）。ʻ統計分析ʼは、BDR の
砂川⽞志郎博⼠との共同研究によるものである。
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７．図表 Figure

Fig.1 | QrfpiCre マウスの作製と QrfpiCre ニューロンの分布

Qrfp 産⽣ニューロンの⽣体内における役割を調べるため、Qrfp アレルに codon-improved Cre recombinase
(iCre)が挿⼊されたマウス系統を作製した。
a, QrfpiCre マウスのターゲティングベクターと標的アレルの構造図。作製した QrfpiCre マウス（Qrfp-iCre-knockin）と FLP66 マウスを交配させ pgk-Neo カセットを⽋失させることにより、研究で⽤いる QrfpiCre マウスが誕
⽣した（新潟⼤学脳研究所モデル動物開発分野との共同研究により作製）。
b, QrfpiCre;Ai9 マウス脳（視床下部）の冠状切⽚における iCre（tdTomato）陽性細胞の分布。数値はブレグマか
らの前後軸の距離（mm）を⽰す。tdTomato 発現は視床下部視索前野（preoptic area : POA)の⼀部である前腹
側脳室周囲核（anteroventral periventricular nucleus : AVPe）および内側視索前野（medial preoptic area : MPA）
や、視床下部外側野（lateral hypothalamic area : LHA）、脳室周囲核（periventricular nucleus of hypothalamus :
Pe）、灰⽩隆起（tuber cinereum : TC）において主に観察された。Scale bars, 200 µm.
c, QrfpiCre;Ai9 マウス脳（視床下部後⽅）の冠状切⽚における抗 mCherry、抗 Orexin、および抗 melaninconcentrating hormone(MCH)抗体を⽤いた免疫組織化学染⾊画像。
中央および右側の画像は、左図の各々の四⾓で囲まれている視床下部外側野 LHA の拡⼤図である。QrfpiCre ニュ
ーロン（mCherry 陽性：マゼンタ）の⼀部は Orexin（シアン）を共発現している（⽮印）が、MCH（⻩⾊）を
発現するものは⼀切観察されなかった。Scale bars, 500 µm (左); 100 µm (中央、右).
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(Figure appears on preceding page)
Fig.2 |視床下部 QrfpiCre ニューロンの興奮は低体温状態を誘導する
a, Cre 発現細胞において hM3Dq を発現させるマウス系統の作製。Rosa26dreaddm3 マウスのターゲティングベ
クターと標的アレルの構造図。Rosa26 遺伝座に hM3Dq-mCherry 配列が挿⼊されたマウスと FLP66 マウスを
交配させ pgk-Neo カセットを⽋失させることにより、研究で⽤いる Rosa26dreaddm3 マウスが誕⽣した（新潟⼤
学脳研究所モデル動物開発分野との共同研究により作製）。同様な⼿法により hM4Di-mCherry 配列が挿⼊さ
れた Rosa26dreaddm4 マウスも作製された。オレンジボックスは hM3Dq-mCherry あるいは hM4Di-mCherry を
⽰す。
b, (左)マウス脳の⽔平断⾯（視床下部：ブレグマからの深さ-5.36 mm）を⽰すアトラス図。（右）

QrfpiCre;Rosa26dreaddm3 マウス脳の⽔平および冠状切⽚画像。QrfpiCre;Ai9 マウスでのパターンと同様、mCherry
陽性細胞（QrfpiCre ニューロン）は視床下部の⼀部に局在することが確認された。Scale bars, 500 µm（⽔平）
100 µm（冠状）. 略語：AHA, anterior hypothalamus; ARC, arcuate nucleus; LPO, lateral preoptic area; MM,
medial mammillary nucleus; SON, supraoptic nucleus; TMN, tuberomammillary nucleus; VMH, ventromedial
hypothalamus.
c, (左) Qrfp ニューロンを薬理遺伝学的に操作するための⽅策図。QrfpiCre マウスを Rosa26dreaddm3 あるいは

Rosa26dreaddm4 マウスと交配させることで、QrfpiCre ニューロン特異的な興奮性あるいは抑制性操作が可能にな
る。(右)ヘテロ接合性に Rosa26tdTomato、Rosa26dreaddm3 あるいは Rosa26dreaddm4 を有するヘテロ接合型 QrfpiCre
マウス（Q-het/Ai9、Q-het/M3 あるいは Q-het/M4）と、ヘテロ接合性に Rosa26dreaddm3 を有するホモ接合型

QrfpiCre マウス（Q-homo/M3）を⽤意し、⾚外線熱画像カメラを⽤いてマウスの表部体温を計測した。Qhet/M3 および Q-homo/M3 は 30℃を下回る深い低体温を⽰した。CNO は暗期の開始（ZT12）に全てのマウ
スに投与された。環境温度（TA）は 23℃に設定された。線は平均値を、影は標準偏差（S.D.）を⽰している。
CNO, clozapine-N-oxide.
d, Q-het/Ai9、Q-het/M3、Q-homo/M3 の熱画像代表例。数字は CNO 投与から経過した時間を、熱画像内の
数字は表部体温の最⾼値（TBAT）を⽰す。M3 群において、CNO 投与後 5 分程度から体温低下が始まり、この
低体温状態は 12 時間以上に及ぶ。CNO 投与後約 300 分を境に徐々に⾃発的な復温が⽣じる。重要なことに、

Qrfp 遺伝⼦配列が iCre 完全に置換された Q-homo 群においても体温低下が⽣じたことから、QRFP ペプチド⾃
体には体温低下を誘導する機能がないことが⽰唆された。また Q-homo 群の⽅がより低い体温を⽰すことか
ら、内因性 QRFP は低体温に対抗する機能を持つことが⽰唆された。
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Fig. 3 |視索前野 QrfpiCre ニューロン（Q ニューロン）の興奮は⻑期的かつ著しい低体温/低代謝状態を誘導する
a, Q ニューロンが分布する脳部位。（上）QrfpiCre マウスの視床下部前⽅部分（視索前野）に Cre 酵素依存性
AAV9-hSYN-DIO-GFP を局所投与し、GFP を発現させた。脳地図内の紫⾊領域は Q ニューロンの分布位置を⽰
す。（下）Q ニューロンの分布領域を含む冠状⾯および⽔平⾯の脳組織画像。Q ニューロンは視床下部におけ
る第三脳室の近傍かつ先端側に多く分布することがわかる。Scale bars, 500 µm.
b, CNO を投与された Q-hM3D マウスの⾚外線熱画像。左下の数字は CNO 投与からの経過時間を⽰す。マウス
⾝体付近の数値は各々の画像フレームにおける温度最⾼値を⽰す。CNO 投与されたマウスは不動状態と共に尾
部の温度上昇を⽰す（⽮印）。環境温度（TA）は 23℃に設定された。
c, CNO 投与による Q ニューロン興奮の確認。（左）神経活性マーカである FOS（⻩⾊）と mCherry（マゼン
タ）の免疫染⾊、およびニッスル（シアン）の対⽐染⾊をした代表的画像。画像は、共に CNO 投与された対照
群（Q-mCherry 群）と Q-hM3D 群の AVPe（+0.50）および MPA（+0.26）領域を⽰す。Q-hM3D 群では Q ニ
ューロン（mCherry 陽性細胞）の多くが FOS を発現していることがわかる。数値はブレグマからの前後軸の距
離（mm）を⽰す。Scale bars, 100 µm.（右）バーは Q ニューロンの中の FOS 陽性割合の平均値（各々の群で
n=3）を⽰す。ドットは各々の⽣データ数値を⽰す。CNO 投与 Q-mCherry 群（n=3、灰⾊）、CNO 投与 QhM3D 群（n=3、紫⾊）、Saline 投与 Q-hM3D 群（n=3、緑⾊）。CNO 投与 Q-hM3D 群では約 90%の Q ニュ
ーロンが興奮していることを⽰している。
d, 薬理遺伝学的に Q ニューロンを興奮させた状態における代謝測定スケジュールの概略図。⾷餌、飲⽔は常時
可能な環境において、動物個体毎の酸素消費量（VO2）および深部体温（TB）が計測された。環境温度（TA）は
20℃に常時設定された。腹腔内注射は暗期開始時に⾏われた。Y 軸の⻩⾊は明期を、灰⾊は暗期を⽰す。TA,
ambient temperature. TB, body temperature; VO2, the rate of oxygen consumption.
e, 1 週間に及ぶ代謝測定の結果。薬理遺伝学的興奮性操作（Dq-DREADD）を⽤いた Q ニューロン特異的な興
奮が、体温・代謝挙動に及ぼす影響を測定した。Q ニューロンの興奮（day3 暗期開始：CNO 投与）は、⻑期
的な低体温および低代謝を誘導した。この低代謝状態を Q-neuron-induced hypothermia and hypometabolism
（QIH）と名付けた。紫⾊, Q-hM3D マウス群; ⻩⾊, AAV10-EF1α-DIO-hM3Dq-mCherry が視床下部外側野
LHA に投与された QrfpiCre マウス群; ⿊⾊, 対照群（Q-mCherry 群）。線は平均値を、影は S.D.を⽰す。
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Fig. 4 | QIH における⾝体的・⾎液⽣化学的徴候の変化
Q-hM3D マウス（n=5）を⽤いて、通常状態、飢餓誘導性⽇内休眠（fasting-induced daily torpor : FIT）および
QIH における⼼電図（electrocardiogram : ECG)、脳波（electroencephalogram : EEG）、呼吸流量（respiratory
flow rate : RR）
、酸素消費量(VO2)を同時に測定した。各々の群における数値は、以下の時間点からの１時間の時
間窓での中央値を⽰すものである。群の説明：Normal 通常、絶⾷開始の 1 ⽇前；FIT、絶⾷後に最⼩ VO2 を⽰し
た時間；Before_QIH、CNO 投与の２時間前；Post_QIH、CNO 投与の２時間後。
a, FIT および QIH における RR は共に⼤きく減弱し検出限界以下となった（通常：343 beat/min →FIT：検出不
可、QIH 前：343 beat/min →QIH 後：検出不可）。
FIT および QIH における HR は共に顕著に減少した（通常：620→FIT：338 beat/min、QIH 前：573→QIH 後：
197 beat/min）。⼼拍変動における⾼周波（high-frequency : HF）、低周波（low-frequency : LF）の値には⼤
きな変化が⾒られなかった。
b, ECG、EEG、RR の代表的な記録データ。FIT と QIH では共に EEG 振幅が明瞭に減弱した。視覚情報から胸郭
の動きは観察できたが、正確な測定ができないほど RR は減弱した。
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(legend continued on next page)

c, QIH における⾎液の⽣化学的徴候。C1、絶⾷なし野⽣型 C57BL/6J マウス（n=3）
；C2、CNO 投与 Q-mCherry
マウス（n=4）
；C3、Saline 投与 Q-hM3D マウス（n=4）
；FIT、22 時間絶⾷野⽣型 C57BL/6J マウス（n=4）
；
QIH、CNO 投与 Q-hM3D マウス（n=6）。薬剤投与は ZT12 に、採⾎は ZT22 に⾏われた。略語：T-KB, total
ketone bodies; CK, creatine kinase; LDH, lactic acid dehydrogenase; AST, aspartate aminotransferase; ALT,
alanine transaminase; GLU, glucose.
QIH では低⾎糖と低ナトリウムを呈した。FIT、QIH 両群において、総ケトン体量（T-KB）が対照群より⾼値を
⽰したが、QIH 群の⽅が軽度な表現型であった。CK および AST も上昇したが、QIH 群は FIT 群よりも低値を⽰
した。箱ひげ図において、下限は第１四分位を、上限は第３四分位を⽰す。中央線は中央値を⽰す。上下のひげ
の広がりは、四分位範囲の 1.5 倍を超えない範囲でのデータ最⾼値および最低値を⽰す。ドットは上記のひげ範
囲を超えた観測値（外れ値）を⽰す。
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Fig. 5 | QIH から回復したマウスは正常な⾏動を⽰す
a, QIH 誘導前後における摂⾷量、体重、活動量の測定。Q-hM3D マウス（n=6）を⽤い２４⽇間計測した。
(上パネル)点線は saline あるいは CNO の腹腔内投与時間点を⽰す。オレンジ⾊バーは 1 ⽇摂⾷量（g）の平均値
を、ドットは個体ごとの値を⽰す。(下側２つのパネル)1 ⽇ごとに測定した体重（g）と、１時間毎の活動量（count）
を⽰す。⿊線は平均値を、灰⾊線は個体毎の測定値を⽰す。環境温度（TA）は 23℃に設定された。
b, ⾏動試験スケジュールの概略図。Q-hM3D 群（n=5）、対照群として Q-mCherry 群（n=5）を⽤い⽐較した。
全ての動物に対する CNO 腹腔内投与の 2 週間後より⾏動試験を開始し、試験は⼀⽇毎に実⾏された。
略語：OFT, open-field test; NOR, novel object recognition test; EPM, elevated plus maze test; RR, rotarod;
TST, tail suspension test.
c, ロータロッド試験の結果。Q-hM3D 群、M3D（ピンク）；対照群、mCherry（⿊）。
d, 他の試験の結果。箱ひげ図は特定の試験の群毎のデータ分布を⽰す。図の構成要素は Fig. 4 に⽰す定義と同
様である。全ての⾏動試験において、両群間での明確な差は観測されなかった。
e, QIH 前後での組織学的検討。Q-hM3D 群および対照群の脳、⼼臓、腎臓、肝臓、筋⾁（ヒラメ筋：soleus）の
ヘマトキシリン・エオジン染⾊組織画像。観察した全ての組織において、明確な病態⽣理学的変化は認められな
かった。Scale bars, 200 µm (brain and kidney); 100 µm (heart and soleus muscle); 400 µm (liver).
f, Q-hM3D マウス（n=1）の QIH 前後での TB・VO2 の代表的な挙動。⼀度の CNO 投与によって QIH が数⽇間
続き、回復後に CNO を再び投与した。QIH は再誘導可能な現象であることが⽰されている。
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Fig. 6 | QIH では体温のセットポイント TR が低下している
a, 様々な環境温度下における、QIH 前後の TB、VO2、呼吸商 (respiratory quotient : RQ)の変化。環境温度 TA は
８〜３２℃で４℃毎、計 7 条件を設定した。それぞれの TA 毎に Q-hM3D マウス（TA =8, 12, 16, 20, 24, 28 お
よび 32 に対し、n=6, 11, 5, 5, 6, 6 および 6）を⽤意した。各線は⼀個体のデータを⽰す。点線は saline あるい
は CNO の腹腔内投与時点を⽰す。
b, 通常状態 normal（⾚）と QIH 状態（⻘）における TB、VO2 の最低値。
c, マウス（哺乳類）における熱産⽣-熱損失経路の概念図。熱損失は因⼦ G（体外への熱の抜けやすさ）に関し
て TA と TB との差に⽐例する。哺乳類の体温は因⼦ TR（体温のセットポイント reference of body temperature :
TR）に近づくように設定されている。熱産⽣は因⼦ H（熱産⽣感度）に関して TR と TB との差に規定される。
d, 様々な TA での TB ‒ TA と VO2 の関係。この曲線の傾きが G を⽰す。点は観測データ、太い線は事後 G の中
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央値、細い線は事後サンプルより無作為選出された 500 の G 値を⽰す。
e, 推測された G の事後確率分布ヒストグラム。
f, 通常状態と QIH との G の差異。
g, 様々な TA での TB と VO2 の関係。曲線の負の傾きが H を、x 軸との交点が TR を⽰す。点と線は d と同様。
h, 推測された H の事後確率分布ヒストグラム。
i, 通常状態と QIH との H の差異。
j, 推測された TR の事後確率分布ヒストグラム。
k, 通常状態と QIH との TR の差異。
l, QIH における単⼀個体内での代謝変遷と姿勢変容。
（上段：写真）マウス個体の姿勢を捉えた写真。アルファベットはグラフ内の記号に対応している。
（中段：グラフ）TA は 28℃に設定された。day 2 の明期始め（ZT0）に餌が除去され、day 3 の明期始め（ZT0）
に餌は戻された。day 4 の暗期始め（ZT12）に CNO が投与された。
（下段：グラフ）上のグラフの拡⼤図。QIH における代謝・姿勢の変遷を観察するため、CNO 投与から４時間毎
に 28→20→12→28℃と TA は変更された。TA 変化のタイミングはグラフ上部に記されている。
（写真 B）FIT 中のマウスは頭部を床につけず丸まる姿勢を⽰す（TA = 28）。
（写真 D）QIH 中のマウスは四肢を伸展させる姿勢を⽰す（TA = 28）。
（写真 E）寒冷環境（TA = 12）では、QIH 中であっても FIT 中のような丸まる姿勢を⽰す。QIH 中、環境温度が
28→20℃に低下すると、マウスの VO2（⿊線）
、TB（紫線）は共に減少した。⼀⽅、環境温度が 20→12℃に低下
すると、VO2 上昇が確認され、TB が⽐較的安定に維持された。環境温度を 12→28℃に戻すと、写真 D と同様、
マウスは再び四肢伸展のポーズを呈した（写真 F）。その後、⾃発的に回復することが確認された。QIH 中では、
TA とは無関係に RQ（⽔⾊線）が 0.7 に近い値を常時⽰した。これは冬眠でも確認される特徴である。同様の実
験を⾏なった他の 3 個体のデータは Fig. 7a に掲載している。
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Fig. 7 | QIH および正常状態における環境温度変化に対する代謝変遷
a, 環境温度が変動した際に⽣じる QIH 中の代謝変遷。Fig. 6l と同じ実験をした別の個体の個別データ。
環境温度が 20→12℃に低下すると、
４個体中 3 個体では VO2 上昇が確認され、
TB が⽐較的安定に維持されたが、
1 個体（QRFP-130）では VO2 上昇が観られなかった。これは TR 減少には個体差がある可能性を⽰唆している。
全ての個体が⾃発的に回復することが確認された。
b, 環境温度変化に対する QIH 中の体温と代謝の関係。Fig. 6l および a のデータが統合され、最後の４８時間
（グラフ横軸 72~120 範囲）の測定値を⽤いている。点の⾊は環境温度に対応している（28 緑、20 深緑、12 紺）。
c, 様々な環境温度における QIH 中の最低体温と代謝の関係。Fig. 6b のデータを統合して作図している。ドット
内の数字は環境温度（℃）を、四⽅のバーは分布を⽰す。
d, 通常状態の代謝制御を評価するため、環境温度変化における野⽣型 C57BL/6J マウス（n=4）の代謝を測定し
た。（左）全マウス個体の体温・代謝の関係。右図に⽰している測定データを使⽤している。恒温動物であるマ
ウスの体温は狭い範囲内に強固に制御される。これは QIH（b）との明確な差異である。（右）実験を通しての
TB(紫), VO2 (⿊)および RQ(⽔⾊)の変化。環境温度変化のタイミングはグラフ上部に記載されている。
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Fig. 8 | 全⾝⿇酔により誘導される低体温・低代謝状態は制御されていない
野⽣型 C57BL/6J マウス（n=4）を 1%イソフルランに暴露し、全⾝⿇酔における代謝制御がどの程度環境温度
に影響されるのかを検証した。
a,（左、上列）代謝チャンバー内環境温度 TA の変遷。温度管理チャンバーの環境温度を 28℃設定から開始し、
30 分維持した後、12℃に再設定した。イソフルラン⿇酔機は温度管理チャンバーの外側にあるため、⿇酔ガス
流⼊によって代謝チャンバー内温度が変化し、温度管理チャンバーの設定環境温度との差が⽣じている。室温は
22℃に設定されている。（左、中下列）体温と VO2 の変遷。両者共に TA 低下に沿って単調に減少した。線は平
均値を、影は S.D.を⽰す。（右）体温と VO2 の関連。QIH とは対照的に、全⾝⿇酔では体温が 20℃付近にまで
低下したにも関わらず VO2 上昇が観察されない。受動的な低代謝である全⾝⿇酔と、能動的な低代謝である QIH
との⼤きな差異である。
b, 全⾝⿇酔中のマウスの姿勢を捉えた写真。
（左）イソフルラン吸⼊開始時。
（中央）環境温度低下開始時。
（右）
２８→１２℃へ設定変更の 90 分後。環境温度、体温が⼤きく低下した後も、吸⼊⿇酔中のマウスの姿勢変化は
⼀切観察されなかった。受動的な低代謝である全⾝⿇酔と、能動的な低代謝である QIH との⼤きな差異である。
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Fig. 9 | Q ニューロンの順⾏性軸索投射
a, 軸索投射様式を組織学的に描出するための⽅策図。QrfpiCre マウスの視床下部前⽅部分に Cre 酵素依存性
AAV9-hSYN-DIO-GFP を局所投与し、Q ニューロンおよびその軸索を GFP によって視覚化した。
b, AVPe/ MPA および Pe における GFP 陽性 Q ニューロンの細胞体の分布。Scale bars, 100 µm.
c, 様々な脳部位での Q ニューロンの軸索の分布。GFP 陽性軸索は脳の広範囲で観察されたが、その多くは体温
調節（MPA, DMH, PAG, LPB, RPa）や、⾃律神経制御（PVN, PAG, LC, RPa, RVLM）に関わる神経核であっ
た。その中でも特に密度の濃い領域は DMH であった。数値はブレグマからの前後軸の距離（mm）を⽰す。略
語：VOLT, vascular organ of the lamina terminalis; VLPO, ventrolateral preoptic area; PVN, paraventricular
hypothalamic nucleus; PAG, periaqueductal grey; Aq, aqueduct; LPB, lateral parabrachial nucleus; LC, locus
coeruleus; RVLM, rostral ventrolateral medulla; 4V, fourth ventricle. Scale bars, 100 µm.
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Fig. 10 | Q ニューロンは視床下部腹内側核 DMH を介して低体温を誘導する
a, AVPe/MPA における Q ニューロンの局在。Fig. 9a と同じマウスの写真である。Scale bars, 100 µm.
b, Q ニューロンの細胞体および軸索を光遺伝学的に興奮させる⽅策。AAV10-EF1α-DIO-SSFO-EYFP が
AVPe/MPA に投与された QrfpiCre マウス（Q-SSFO）を群ごとに⽤意した。Q-SSFO マウスを⽤いて、細胞体
刺激では AVPe の、軸索末端刺激では DMH および RPa の直上に光ファイバーを留置した。ファイバーの留置
位置によって AVPe 群、DMH 群、RPa 群とした。Scale bars, 100 µm.
c, 光刺激による Q ニューロン興奮が体温に及ぼす影響。⻘⾊レーザー光（波⻑：473 nm）を⽤いた。Q-SSFO
マウスの TBAT は光によって変化した。４つの⻘三⾓はレーザー刺激（1 秒間）した時点を⽰す。Cnt.：コント
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ロール群。線は平均値を、影は S.D.を⽰す。
d, 最後のレーザー刺激から 30 分後の TBAT の確率密度。
e, 細胞体（AVPe）刺激における⾚外線熱画像。Q-hM3D マウスと同様に、環境温度と同程度にまで体温が低
下する。左下数値は最初の刺激からの経過時間（min）を⽰す。最初の刺激の約五分後から尾部温度の上昇が観
察される（⽮印）。
f,（左）Q-SSFO マウス（各々の群から n=3、c のデータから無作為に選出）の光刺激よって⽣じる尾部温度
（TTail）の変遷。上グラフは TTail データと同時点の TBAT を⽰す。（右）光刺激の前後 5 分における尾部放熱を
捉えた熱画像例。RPa の Q ニューロン軸索局所光遺伝学的刺激（RPa 群）においても、尻尾からの顕著な放熱
が観察される。
g, ⻘⾊レーザー光（波⻑：473 nm）と⻩⾊レーザー光（波⻑：589 nm）を併⽤した。⻩⾊レーザー光によっ
て DMH に軸索投射する Q ニューロンを選択的に抑制させた。DMH 群のマウスを⽤いて、１時間おきに 3 回
⻘⾊光で刺激し、体温低下を誘導した。2 回⽬の光刺激の 3 分後に、⻩⾊光で刺激した（Yellow laser(+)
群）。同じマウス群を⽤いて、⻩⾊光を照射しない実験も⾏った（Yellow laser(-)群）。全ての⻘⾊光刺激に
おいて急速な体温低下が観察された。Yellow laser(+)群において、2 回⽬の DMH 光刺激による体温低下が抑
制された。SSFO の抑制は軸索を伝達しないため、この結果は、Q ニューロンが DMH を介して QIH を誘導す
る結果（c,d）を補填する。線は平均値を、影は S.D.を⽰す。
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Fig. 11 | QIH 誘導には Q ニューロンからのグルタミン酸放出が不可⽋である
a, In situ hybridization 法を⽤いて、Q ニューロンにおける Vgat および Vglut2 の mRNA 発現を検出した。QhM3D マウス（n=2）を⽤いた。左カラム：Q ニューロンが存在する主要な冠状脳切⽚の模式図。右の写真にそ
れぞれ対応している。中央（画像）：QE、QI、QH ニューロンの分布例を⽰す画像（Vglut2, オレンジ; Vgat, シア
ン; mCherry, マゼンタ）。DAPI 染⾊つき画像は左図の四⾓で⽰す部分の拡⼤図。この画像の拡⼤図は右画像に
⽰されている。右カラム：QE、QI、QH の割合と分布位置を⽰す絵。１つの点はニューロン１つを表し、⾊はそれ
ぞれ染⾊画像での⾊に対応している。Q ニューロン（mCherry 発現細胞：404 個）の中で、Vglut2 陽性（315 個）、

Vgat 陽性（29 個）、および Vglut2 と Vgat ⼆重陽性（60 個）の割合を算出した。３つの切⽚⾯において、３種
類の Q ニューロンは混在して分布した。Scale bars, 100 µm (left); 25 µm (middle); 10 µm (right).
b, QIH におけるグルタミン酸と GABA の役割を解明するための⽅策図。
Vglut2 flox あるいは Vgat flox 系統を QrfpiCre
マウスと交配させ、QrfpiCre/+; Vglut2 flox/flox と QrfpiCre/+; Vgat flox/flox マウスを獲得し、AAV10-EF1α-DIO-hM3DqmCherry を AVPe/MPA に限局投与した。対照群として Q-hM3D 群および Q-mCherry 群を⽤意した。
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c, Q ニューロンにおける Vglut2 および Vgat の⽋損は QIH に影響を及ぼした。Q-Vglut2fl/fl-hM3D マウス（n=6,
シアン）では、通常の QIH（Q-hM3D マウス（n=5, マゼンタ））よりも浅く、短い低体温を⽰した。Q-Vgatfl/flhM3D マウス（n=6, オレンジ）では、通常の QIH に匹敵する低体温値を⽰した。線は平均値を、影は S.D.を⽰
す。
d, CNO 投与から２時間および１０時間経過した時点での推定 TBAT の確率密度。２時間時点では Vgat ⽋損によ
って⽐較的軽度の体温低下が観察された⼀⽅、１０時間時点では通常 QIH との差が消失した。この結果は、Q ニ
ューロンからの GABA 放出ではなく、Q ニューロンからのグルタミン酸放出（興奮性神経伝達）によって QIH が
誘導・維持されることを⽰している。
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Fig. 12 | Q ニューロンの⼊⼒系と Q ニューロンに発現する体温制御マーカー
a, Q ニューロンに単シナプス性に接続するニューロン（⼊⼒系）を視覚化する⼿順。偽型化組換型狂⽝病ウイ
ルス SADΔG-GFP(EnvA)と Cre 酵素依存性 AAV を⽤いる。TVA-mCherry および rabies glycoprotein (RG)を
発現させる AAV を QrfpiCre マウスの AVPe/MPA に投与した後、SADΔG-GFP(EnvA)を同じ部位に投与した。
b, AVPe/MPA 領域における Q ニューロン細胞体の分布画像。mCherry 陽性細胞は Q ニューロンを、GFP との
⼆重陽性細胞はスターター細胞（⽮印）を⽰す。GFP 単独陽性細胞は⼊⼒細胞を意味する。Scale bars, 100
µm, 拡⼤図 20 µm.
c, ⼊⼒細胞が観察された脳領域。Scale bars, 100 µm. ac, anterior commissure; f, fornix; MnPO, median
preoptic area; opt, optic tract; VLPO, ventrolateral preoptic area; VMPO, ventromedial preoptic area.
d, In situ hybridization 法を⽤いて、Q ニューロンにおける体温制御に関する既知の遺伝⼦マーカー発現を検出
した。Q-hM3D マウス（n=2、AVPe/MPA 領域の３スライスずつ使⽤）を⽤いた。（左）Q ニューロンにおけ
る Adcyap47（⻩緑）と Bdnf 47（⻘）発現。（右）Q ニューロンにおける Ptger3 60（エメラルド緑）発現。
Scale bar, 100 µm, 拡⼤図 20 µm.
e‚ Q ニューロンが Adcyap、Bdnf および Ptger3 を発現する⽐率。体温制御に関する遺伝⼦マーカーと Q ニュ
ーロンがどの程度重複するかがわかる。数値は遺伝⼦発現が検出された計測細胞数。AVPe/MPA 領域には、
mCherry 陰性かつ Adcyap1/Bdnf 陽性ニューロンは Q ニューロンと混在して存在した。およそ 19.5%の

Adcyap1/Bdnf 陽性ニューロンは Q ニューロンであり、およそ 35%の Ptger3 陽性ニューロンは Q ニューロン
であった。
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Fig. 13 | Q ニューロンの神経伝達阻害は QIH および⽇内休眠を抑制する
a, Q ニューロンが神経伝達阻害された個体では QIH が誘導されない。QrfpiCre マウスの AVPe/MPA, Pe 領域に
AAV9-DIO-hSYN-TeTxLC-eYFP および AAV10-DIO-hM3Dq-mCherry を投与した（n = 1）。Q ニューロンの神
経伝達が阻害されたこの個体では、CNO を⽤いて Q ニューロンを興奮させても低代謝が⽣じない。
b, 上記個体の Q ニューロンにおける TeTxLC 発現と、CNO 投与から 90 分後の FOS 発現。Scale bar, 100 µm.
c, TeTxLC による Q ニューロン抑制実験。画像は AVPe/MPA, Pe 領域における TeTxLC 発現を⽰す。Scale bars,
100 µm.
d, ２４時間絶⾷による⽇内休眠（FIT）誘導実験の⼿順。
e, AAV9-DIO-hSYN-TeTxLC-eYFP が投与されたマウス（Q-TeTxLC）では FIT 誘導が抑制される。対照群（⿊
⾊ n = 6）、Q-TeTxLC 群（緑⾊ n = 5）。ラインは個体ごとのデータを⽰す。Q-TeTxLC では、FIT で通常⽣じ
る体温・代謝の急速な振幅変動が観察されない。この結果は、Q ニューロンの抑制によって正常な FIT 発動が阻
害されることを⽰している。
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(legend continued on next page)

f, パネル e のデータを⽤いて、
TB および VO2 の移動標準偏差
（moving standard deviation: MSD; mean ± s.d.）
を求めた。Q-TeTxLC 群（緑⾊）で観られる MSD は⽐較的⼀定かつ低値を⽰しており、これは FIT における代
謝変動がより⼩さいことを⽰している。
g, 野⽣型 Qrfp+/+、ヘテロ QrfpiCre/+、ホモ QrfpiCre/iCre マウス（それぞれ n = 6）を⽤いて FIT を誘導した。どの
群においても TB および VO2 の急速な低下が観察された。開三⾓は絶⾷開始を、閉三⾓は絶⾷終了時点を⽰す。
h, Q ニューロンの抑制は TB および VO2 の⽇内変動を減弱させる。パネル e における最初の 24 時間のデータを
明期（L）および暗期（D）に分け⽤いている。（左）TB、VO2 の明期（L）および暗期（D）における個体ごとの
平均値。（右）明期と暗期の差（D-L）を表す事後確率分布ヒストグラム。TB、VO2 どちらも両群共に正の事後
分布となり、暗期の⽅が⾼値を⽰している。TeTxLC 群の⽅が⽐較的⼩さい D-L 値を⽰した。この結果は、TeTxLC
群では体温・代謝の⽇内変動が減弱していることを⽰している。
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Fig. 14 | ラットにおける QIH 様低代謝状態
a, 薬理遺伝学的にラット脳 AVPe/MPA ニューロンを興奮させた状態における代謝測定スケジュールの概略図。
⾷餌、飲⽔は常時可能な環境において、動物個体毎の深部体温（TB）と酸素消費量（VO2）が計測された。Wistar
ラットの AVPe/MPA に AAV10-CaMKIIα-hM3Dq-mCherry を投与した（n = 8）
。環境温度（TA）は 20℃に常時
設定された。Saline および CNO 投与は暗期開始直前に⾏われた。⻩⾊は明期を、灰⾊は暗期を⽰す。測定はラ
ットの代謝が元の⽔準に戻るまで継続した。
b, ラット AVPe/MPA ニューロンの興奮は QIH の様な低体温/低代謝状態を誘導した（n = 7）
。線は平均値を、
影は S.D.を⽰す。CNO 投与後 TB、VO2、呼吸商（RQ）は急速に低下した。マウスにおける QIH の様に、24 時
間以上低い⽔準で維持された。全ての個体が⾃発的に回復した。
c, 睡眠中（上）あるいは QIH 様状態（下）のラットが⽰す典型的な姿勢。
d, ウイルス（AAV10-CaMKIIα-hM3Dq-mCherry）を投与したラットの AVPe/MPA 領域。定位脳地図は Paxinos
and Watsonʼs atlas147 を基に作成された。右パネルの灰⾊四⾓区域は、続く画像で注⽬した領域を⽰している。
e, ラット AVPe/MPA における hM3Dq-mCherry 発現ニューロン。
（拡⼤図）CNO あるいは Saline 投与 90 分
後の FOS（⻩⾊）発現。hM3Dq-mCherry 発現ニューロン（マゼンタ）の⼤多数は FOS 陽性（⽮じり）となる。
Scale bars, 200 µm (left), 50 µm (right).
f, ラット AVPe/MPA において検出された Qrfp および mCherry の mRNA。⽮印は Qrfp（⻩⾊）および mCherry
（マゼンタ）を共発現する細胞を⽰す。Scale bars, 10 µm.
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(legend continued on next page)

g, QIH 様状態が誘導されなかった個体の TB、VO2、RQ データ（ラット 014、n = 1）
。
h, ラット 014 の AVPe/MPA における hM3Dq-mCherry 発現。
⽚側の MPA 領域付近にのみ発現が認められる。
QIH 様状態の誘導には、AVPe および MnPO を含む脳部位での適切な発現が不可⽋であることを⽰唆している。
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８．補⾜図表 Supplementary figure
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(Figure appears on preceding page)
Fig. S1 | 体温を下⽅に調節する神経経路（[Saper ら Nature 2020]151 を改変引⽤している）
恒温動物の体温調節には、興奮性および抑制性ニューロンから成る複雑な神経回路が関与している。特に視床下
部の最前⽅に位置する視索前野（preoptic area : POA）の機能が重要である。⾚は興奮性（グルタミン酸作動性）、
⻘は抑制性（GABA 作動性）ニューロン群を⽰す（点：細胞体の位置、⽮印：軸索投射先）。 本研究は⽣理的な
低体温状態である休眠・冬眠に焦点をあてているため、体温低下に関与する神経経路に着⽬した。
a, 普及している既存モデル。暑熱環境では、点線で⽰している神経経路を介して POA の興奮性ニューロンを作
動する。これらのニューロンは、体温制御に重要な２つの脳領域̶ the dorsomedial hypothalamus (DMH)と
the raphe pallidus (RPa)̶ に抑制性の軸索投射をしている抑制性（GAD 陽性）POA ニューロンを作動させる。
熱産⽣を促進する DMH および RPa のニューロン群を抑制することで、体温を低下させるというメカニズムで
ある 5,6。この抑制性ニューロンは EP3R を発現する 5,6。モデル a はラット研究による知⾒が⼤半を占める。
b, 新たに提唱されたモデル。近年の研究によって、前側 POA ニューロンの⼤部分が興奮性グルタミン酸作動性
（Vglut2 陽性）であり、Qrfp93, Opn5114, PACAP

47,94

, LepR54, EP3R100 などの遺伝⼦マーカーを発現することが

報告されてきている。本研究 93 によって、前側 POA の Qrfp 陽性ニューロンが DMH に興奮性に作⽤することに
より体温低下を誘導することが⽰された。熱産⽣を促進する興奮性 DMH ニューロンが存在することは確かなた
め、DMH 領域には抑制性介在ニューロンが存在する可能性が提唱された。少数の Q ニューロンは Vgat 陽性で
もあるので、GABA 放出による抑制性シグナルを RPa に伝えている経路も考えられる（考察４−２参照）。RPa
にも同様に介在ニューロンが存在する可能性があるがこの図では省略している。モデル b は遺伝⼦改変系統を⽤
いたマウス研究による知⾒である。 略語：GAD, glutamic acid decarboxylase; DH, spinal dorsal horn; IML,
intermediolateral cell column; LB, lateral parabrachial nucleus.
c, ラットとマウスの⽐較。（上）POA の前⽅を含む脳アトラス。体温制御に極めて重要かつ Q ニューロンが局
在する部位。POA の⼀部は体温制御に重要であるが、その部位の呼び⽅はラット、マウス研究によって異なり、
ラットを⽤いた体温制御研究分野では“MnPO”という名称が頻⽤される。マウス脳にも MnPO という神経核は存
在するものの、定義されている領域範囲が狭く、ラットの MnPO とは解剖学的視点から⼀致しない。遺伝⼦改変
マウスを⽤いた本研究では Q ニューロンの主要な存在部位として“AVPe”という名称を⽤いたが（Fig. 3a 参照）、
厳密には MnPO や VOLT などにも跨って局在する。本研究では、ラット研究においては MnPO と呼称される脳
領域に跨って発現する遺伝⼦マーカー（Qrfp）を同定した 93。POA の Qrfp ニューロンは視床下部の第三脳室周
囲 periventricular に多く観察されること、またマウス脳アトラス（+ 0.50 from bregma）を参照すると AVPe 区
域に最も重なることから、Q ニューロンの局在部位を“AVPe”と便宜上まとめて表記している。紫⾊の領域はおお
よその Q ニューロン分布範囲を⽰す。ラットにおける Q ニューロンの局在位置は Fig. 14d, e の結果を踏まえ想
定している。
d, 体温を下⽅に調節する２つのモデルの⽐較。モデル a, b における POA→DMH 経路に注⽬している。（右拡
⼤図）左側：モデル a、右側：モデル b。モデル a では、MPA の抑制性ニューロンが DMH の興奮性ニューロン
（熱産⽣促進、熱保存促進ニューロン）を抑制することが体温低下を促す最も主要な経路だと考えられている 5,6。
MPA ニューロンは MnPO の興奮性ニューロンによって興奮する。⼀⽅モデル b では、AVPe および MPA の興
奮性ニューロン（Q ニューロン 93）が⼀⻫に DMH に投射し、体温低下を促す。Q ニューロンが DMH に興奮性
に作⽤して体温低下が誘導される要因として、①DMH に抑制性の介在ニューロンが存在する、あるいは②DMH
に未特定の体温低下誘導ニューロン（torpor-inducing neuron）が存在する、という可能性が考えられる。この
ニューロン群を特定することは今後の主要な研究課題の１つである。
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Fig. S2 | 様々な栄養状態における代謝エネルギーバランス：⼈⼯冬眠による低代謝医療
この代謝モデルでは、バーが⽔平に保たれているとエネルギーバランスが良好であることを⽰す。緑丸：エネル
ギー供給（⼊⼒）。栄養や酸素などの摂取で得られるエネルギー。ピンク丸：エネルギー需要（出⼒）。熱産⽣、
体細胞・組織・臓器における⽣合成、運動などに消費するエネルギー。
a, 健康な状態。エネルギーの需要と供給がおよそ等しいため、代謝バランスが保たれている。ヒトを含む恒温動
物は、熱産⽣・体温維持に多⼤なエネルギーを要するため⾼コストのエネルギー負荷を常に背負っており、⾼い
代謝率を維持し続けている。
b, ⾃然界における飢餓や疾病状態。野⽣動物が⾷糧不⾜に直⾯する、あるいはヒトが重篤な疾患・外傷に倒れる
と、組織への酸素・栄養供給が低下し、需要が満たされずバランスが崩れる。これが⻑期にわたる場合、動物の
⽣命維持の危機が⽣じる。
c, バランスを整える⽅策①：供給量を補う。現代医療では輸⾎や⼈⼯呼吸器などを駆使して酸素・栄養供給量を
回復させるよう努める。「供給」に着⽬した施術である。
d, バランスを整える⽅策②：需要量を減らす。冬眠・休眠動物は基礎代謝を⽣理的に（安全に）低下させること
で、体内の僅かなエネルギーで厳しい時期を⽣き延びている。冬眠する能⼒をヒトに実装する技術が開発された
場合、⼈⼯冬眠（Synthetic Hibernation）として安全にエネルギー需要を低下させることが可能となり得る。「需
要」を低下させることにより、「供給」の少ない状況を打開しエネルギーバランスを正常に戻すことが可能とな
る。⼈⼯冬眠による低代謝医療技術は、疾病の進⾏を遅延させることを始め、重症患者の搬送、全⾝⿇酔の補填、
移植医療などに活⽤される事が期待される。
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Fig. S3 | 本研究のまとめ・意義・将来性
⾮冬眠動物(マウス)における Q ニューロン（Q 神経）・冬眠様低代謝状態 QIH の発⾒は、これまで全く不明であ
った冬眠誘導メカニズムの解明に向けて重要な鍵となり得る。加えて、今後ヒトにおける Q 神経の存在が証明さ
れ、ヒト Q 神経を⼈為的に活性化させる技術が開発された場合、ヒトの⼈⼯冬眠が現実味を帯びてくる。⼈⼯冬
眠という低代謝誘導技術は、⼈体の臓器・組織が低栄養に陥る緊急事態(⼀刻を争う臨床現場)や酸素・飲⾷物が
限られる地球外環境(宇宙空間)において、多⼤な恩恵を⼈類にもたらす可能性を秘めている。
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１０．略語
〈脳部位〉
AVPe: anteroventral periventricular nucleus 前腹側脳室周囲核
DMH: dorsomedial hypothalamus 背内側視床下部
LC: locus coeruleus ⻘斑核
LHA: lateral hypothalamic area 視床下部外側野
LPB: lateral parabrachial nucleus 外側腕傍核
MM: medial mammillary nucleus 内側乳頭体核
MnPO: median preoptic area 正中視索前核
MPA: medial preoptic area 内側視索前野
PAG: periaqueductal gray ⽔道周囲灰⽩質
Pe: periventricular nucleus of hypothalamus 脳室周囲核
POA: preoptic area 視索前野
PVN: paraventricular hypothalamus 視床下部室傍核
RPa: raphe pallidus 延髄淡蒼縫線核
RVLM: rostroal vetrolateral medulla 吻側延髄腹外側部
SON: supraoptic nucleus 視索上核
TC: tuber cinereum 灰⽩隆起
TMN: tuberomammillary nucleus 結節乳頭体核
VLPO: ventrolateral preoptic area 腹側外側視索前野
VMPO: ventromedial preoptic area 腹内側視索前野
VOLT: vascular organ of the lamina terminalis 終板脈管器官
3V: third ventricle 第三脳室
4V: fourth ventricle 第四脳室
〈その他〉
AAV : adeno-associated virus アデノ随伴ウイルス
Adcyap1: adenylate cyclase activating polypeptide 1
BAT: brown adipose tissue 褐⾊脂肪細胞
BDNF: brain-derived neurotrophic factor
CaMKIIα: α subunit of Ca2+/calmodulin-dependent kinase II
cKO: conditional knockout
CNO: clozapine N-oxide
DIO: double floxed inverted open reading frame
DREADD: designer receptors exclusively activated by designer drugs
ECG: electrocardiogram ⼼電図
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EEG: electroencephalogram 脳波
EP3R: prostaglandin E receptor 3
EYFP: enhanced yellow fluorescent protein
FIT: fasting-induced daily torpor 飢餓誘導性⽇内休眠
FLEX: flip-excision
GABA: γ-aminobutyric acid
GFP: green fluorescent protein
hM3Dq: modified form of human M3 (hM3) muscarinic acetylcholine receptor
hM4Di: modified form of human M4 (hM4) muscarinic acetylcholine receptor
HR: heart rate ⼼拍数
HRV: heart rate variability ⼼拍変動
iCre: improved Cre recombinase
ISH: in situ hybridization
LepR: leptin receptor
PACAP: pituitary adenylate cyclase-activating peptide
Ptegr3: prostaglandin E receptor 3 (subtype EP3)
QIH: Q neuron-induced hypothermia and hypometabolism Q ニューロン誘導性
低体温・低代謝
QRFP: pyroglutamylated arginine-phenylalanine-amide peptide
RQ: respiratory quotient 呼吸商
RR: respiratory rate 呼吸数
SSFO: stabilized step function opsin
TA: ambient temperature 環境温度（外気温）
TB: body temperature 体温
TBAT: temperature of BAT
TeTxLC: tetanus toxin light chain 破傷⾵菌毒素軽鎖
TR : reference of body temperature 体温のセットポイント（設定温度）
Ttail: temperature of tail 尾部温度
VCO2: the rate of carbon dioxide production ⼆酸化炭素⽣成量
Vgat: vesicular GABA transporter
Vglut2: vesicular glutamate transporter
VO2: the rate of oxygen consumption 酸素消費量
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機・主体性を最⼤限に尊重してくださるスタイルは、私にとって最も感謝すべ
き幸運であり、恵まれていると⾃覚できるこの上なく有難い環境でした。本当
にお世話になりました。この御恩は⼀⽣忘れません。
筑波⼤学医学医療系/国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）櫻井武研究室
所属の征⽮晋吾助教には、基本的な実験⼿技から始まり、研究・実験に対する
考え⽅、また研究者としての⼼構えに関しても多くのことを指南戴けました。
私が修⼠課程（⾦沢⼤学）に⼊学と同時に、櫻井研の筑波⼤学への異動が決定
し、⾦沢での⼈員が減っていく過渡期の中、（当時博⼠課程 4 年⽣だった）征
⽮先⽣は私の実験指導を丁寧にしてくださいました。もし征⽮先⽣がおられな
かったら今の⾃分はありません。そのくらい私にとって⼤きな存在でした。修
⼠課程から始まり、研究以外の場⾯でも本当にお世話になりました。研究・実
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験に関する気軽なやり取りにも精⼒的にお付き合いくださり、夜な夜な研究に
ついて議論させて頂いたのは⼤変有難く、良き思い出となっております。⾃分
が⾏う実験での不⾜しているデータの確認や改善策の相談など、真摯に相談に
乗って下さったのはいつも征⽮さんでした。論⽂などから情報を得た後に、⼀
度征⽮さんを訪ねて確認し安⼼するという⼀連の動作は、私にとって⽋かせな
い⼤事な習慣となっていました。なかなか⾒えにくい部分ではありますが、
我々学⽣が成⻑していく上で絶対に⽋かせない、とても偉⼤な存在でした。こ
の場をお借りして、⼼より深く感謝申し上げます。
IIIS の Liu/櫻井研究室所属の櫻井勝康助教には、本研究開始段階でのご助⾔
やサポート、および AAV ベクターのご供与いただきました。また免疫染⾊
/ISH 染⾊の⽅法や、AAV ベクター作製⽅法の伝授も丁寧にして戴きました。
櫻井勝さんのようなお⼿本となる実験のスペシャリストが同じ機構内にいたこ
とは⼤変に幸運であり、本研究を遂⾏する上で⼤きな⼀助となりました。⼼よ
り御礼申し上げます。
櫻井武研究室所属の⻑⾕川恵美助教には光遺伝学などの実験⼿技のご教授、
および AAV ベクターなどの実験ツールのご供与をいただきました。⻑⾕川さ
んの果敢に実験にトライする姿勢は、教室員全員が⾒習うべき、尊敬しなけれ
ばならないものです。⼼より御礼申し上げます。
櫻井武研究室所属の坪⽥（平野）有沙助教には本学位論⽂執筆における副指
導教員としてのご指導をいただきました。また Q ニューロン研究の今後の展開
に関して、ご助⾔や実験ツールのご提供を戴きました。QIH 研究を次のステー
ジに推進する上で⽋かせないものとなっております。多くの学⽣を抱え公私と
もに多⽤な中、⼿を抜かず研究に向かう姿には感銘を受けました。⼼より御礼
申し上げます。
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櫻井武研究室所属の丹波康貴助教には本研究で⽤いた遺伝⼦改変マウス系統
の搬⼊に関する⼿続き、並びに研究遂⾏に関するご助⾔をいただきました。深
く御礼申し上げます。
櫻井武研究室所属の⿑藤⼣貴研究員には、本研究で⽤いた実験動物に関する
共同研究先とのやり取り、並びに実験に係る製品の⼿配や納品に関する諸⼿続
き等において⼤変お世話になりました。また、研究室内や IIIS での各種イベン
トを先導して計画・オーガナイズしてくださったおかげで、⼤学院⽣活がより
充実したものとなり、楽しい思い出も沢⼭できました。Cleo さんは櫻井研には
絶対に⽋かせない⼤変貴重な存在です。厚く御礼申し上げます。
Liu/櫻井研究室所属の⼤学院⽣の宮坂藍さんには、本論⽂のデータには組み
込まれていませんが、参考論⽂の研究展開に重要なピースとなった in vivo 蛍
光検出実験のお⼿伝い、ご指導をしていただきました。深く御礼申し上げま
す。また、学年が若いながらも実験⼿技に⻑けており、私が不慣れなシステム
での AAV ベクター投与の⽅法なども快く指導してくれました。宮坂さんの研
究に創意⼯夫しながら⽇々熱⼼に取組む姿勢は、必ず報われると信じていま
す。ぜひ皆を驚かす成果を世に出してください。期待しています。
睡眠とは直接関係のない研究でも快く承諾くださり⾃由な研究の場を提供し
て下さいました IIIS 機構⻑の柳沢正史教授、実験スペース使⽤をご快諾くださ
った船⼾弘正教授、⽇頃より親切にしていただいた IIIS 並びに櫻井武研の皆
様、ARC サテライトの皆様に、深く御礼申し上げます。
同じ櫻井武研究室所属の⼤学院⽣の内⽥俊太郎さんには、研究テーマは完全
に別なため実験内容が交わることはありませんでしたが、実験⼿技や論⽂に関
するディスカッションなど共にしていただきました。オフィス・実験デスク隣
席の同僚として⽇々良い刺激を頂戴しました。⼼より感謝申し上げます。
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同研究室に医療科学類の卒業研究⽣としてお越しいただいた浪岡彩⼦さんに
は、内容としては本研究の先になりますが、実験や考察を共にしていただきま
した。誰かに実験や係る作業を頼み遂⾏してもらうという経験は初めてで新鮮
でしたし、指導する⽴場の⼤変さと楽しさを教えてくれました。今後もし私が
指導教員という役に就けた場合には必ず⽣きてくる経験をさせてくれました。
⼼よりお礼申し上げます。
⼤学院博⼠課程の同期であるグリーン/フォクト研究室の松本すみ礼さん、柳
沢/船⼾研究室の岩崎加奈⼦さんには、⽇々の研究以外の⽣活⾯(⾷事など)にお
いて⼤変お世話になりました。仲良くしてくださったおかげでより充実した⼤
学院⽣活を送ることができました。⼼より感謝申し上げます。研究以外の⾯で
も⼤変お世話になった本城咲季⼦助教、⼤学院⽣の中⽥慎也さん、⼩柳伊代さ
ん、中井彩加さん、安垣進之助さん、徳⽥明久さん、⼋代海さん、岡村響さん
をはじめ、親しく接してくださった IIIS の全ての皆様に、⼼より御礼申し上げ
ます。環境と⼈材が揃っている本当に素晴らしい研究機構でした。とくに IIIS
の多くの⽅々と催した宴は、本当に良き記憶として今も残っております。コロ
ナ禍によって今は凍結状態ですが、いつかまた復活することを切に願っていま
す。また、IIIS の⼤学院⽣が筆頭する成果発表には⼤いに注⽬して参ります。
論⽂という形で、ぜひ私を驚かせてください。
筑波⼤学運動⽣化学征⽮研究室の⼤学院⽣の秦俊陽さん、平賀⼤⼀さん、征
⽮英昭教授には、ラット実験（組織サンプリングの仕⽅）に関してご⽀援ご教
授いただきました。深く御礼申し上げます。また低体温誘発物質の共同研究で
特にお世話になっている、来年から⼤学院⽣の安⽥駿さんには⼤いに期待して
おります。共に頑張って良い成果を世に出していきましょう。
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理化学研究所⽣命機能科学研究センターBDR 網膜再⽣医療研究開発プロジェ
クト冬眠チームの砂川⽞志郎上級研究員には、本研究プロジェクトにおいて櫻
井武教授と共に主幹的な役割を担っていただきました。研究⽅針、論⽂投稿・
修正などでのリーダーシップのみならず、現場での実験も共に進めて頂けまし
た。また統計学的知⾒や実験リソースの管理、figure の作成⽅法など、研究遂
⾏に不可⽋な事柄の多⼤な指南も頂戴いたしました。今後研究を進めていく上
で、⼤変⼤きな糧となっております。何度も何度も BDR を訪れ共に実験・議
論させて戴けた経験は私の財産です。決して忘れません。特に QIH が初めて
BDR で再現された時に共に歓喜・安堵した記憶は、今でも鮮明に残っており
ます。私が BDR に出張する時は実験以外の事もいつも気にかけて下さり、何
より気さくに会話・議論させていただけるお⼈柄に何度も救われました。BDR
での実験（主に Fig. 6 に関するデータ採取）と学振 DC1 の⾯接選考が重なる
時期（2018 年 12 ⽉頃）があり、⼼⾝ともに⼤変な時もありましたが、スライ
ド作成の助⾔や⾯接練習にもお付き合いくださいました。時にはお⾷事にも連
れていってくださり、⽞志郎さんのお気遣いによって乗り切れた部分も⼤きい
と思っています。いつからかは忘れましたが、本研究を共に進めていく中で、
何とかこの⼈の為にも成果を出したいと、（科学的な部分ではないしお節介か
もしれませんが、論⽂掲載への+αの動機として、）⾃発的に思うようになり
ました。⽞志郎さんは私にそう思わせるほどの⼈望と情熱を有するお⽅です。
⽞志郎さんとの共同研究ができなければ、この参考論⽂も、私が休眠研究に没
頭することもあり得ませんでした。本共同研究の成果が、⽞志郎さんの今後の
キャリアを輝かせる⼀助となることを切に願っております。砂川さんがかねて
より掲げておられる「⼈⼯冬眠の医療応⽤」の実現へのお⼒になれているとし
たらこの上ない歓びであり、実現へ向けて邁進する姿を今後とも（可能であれ
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ば共同研究者として）⽬に焼き付けさせて戴く所存です。本当にお世話になり
ました。この場をお借りしまして今⼀度、⼼より深く御礼申し上げます。本当
にありがとうございました。
冬眠チームのテクニカルスタッフである⽯川清美さんには BDR における代謝
測定、実験動物管理などに甚⼤なご協⼒をいただきました。冬眠チームの吹⽥
晃享先⽣、古武達也先⽣、元プロジェクトリーダーの⾼橋政代先⽣には、本研
究プロジェクトの優先的な遂⾏をご快諾いただき、研究進展に多⼤なご⽀援い
ただきました。⼼より御礼申し上げます。本研究における深部体温・酸素消費
量測定実験（Figs. 3e, 4, 5f, 6, 7, 8, 13, 14）は、共同研究として全て理研 BDR
において遂⾏されました。これらのデータにおける解析・図表作成に関しては
砂川さんに多⼤なご指導・ご協⼒を頂きました。私が BDR への出張（2018 年
8 ⽉〜2020 年 3 ⽉の間、合計 26 回）をさせて頂き、全ての動物個体の AAV
⼿術・サンプリングを施し、可能な限り代謝測定実験も遂⾏させて頂きつつ、
代謝測定の⼤多数は砂川さんと⽯川さんに尽⼒して頂きました。また、BDR
における実験動物管理に関してお世話になりました LARGE/動物施設の皆様、
ならびに親切にご対応くださった網膜再⽣医療研究開発プロジェクトのスタッ
フ、アシスタントの皆様に⼼より御礼申し上げます。
新潟⼤学脳研究所モデル動物開発分野の阿部学准教授、﨑村建司教授には、

QrfpiCre マウスの作製をして戴きました。このマウス系統なしでは本研究論⽂は
実在し得ませんでした。共同研究して下さいましたこと、今⼀度⼼より厚く御
礼申し上げます。
また、研究進展の糧となった全ての実験動物に対し、深い感謝と哀悼の意を
表します。本研究成果が、⼈⼯冬眠（低代謝医療）実現へ向けての端緒となる
ことを切に祈っています。
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ご多⽤の中、本学位論⽂の主査を引き受けてくださいました松本正幸教授、
副査を引き受けてくださいました⽥中誠教授、⽔野聖哉准教授、桝和⼦講師に
は、貴重なご助⾔とご指導を頂戴いたしました。⼼より深く感謝申し上げま
す。
続いて、研究テーマとの出会いにも感謝せねばなりません。⼈との出会いが
⼈⽣において最重要であることは疑いようがありませんが、私が冬眠・休眠研
究を⾏うに⾄った経緯を鑑みるに、それは研究⼈⽣における研究テーマに関し
ても当てはまります。私は、「覚醒中の動物が呈するダイナミックな⾏動変容
およびその制御機構」に興味を抱き、櫻井教授らが発⾒した Orexin システム
152,153

に関する研究に憧れ、櫻井研の⾨を叩きました。⾊々な想定外の事があ

り、博⼠後期課程においては残念ながら Orexin 研究は⾏わなかったのです
が、私が Qrfp 遺伝⼦に着⽬した研究を始めた最⼤の理由は、実を⾔うと
Orexin でした（Fig, 1c 参照）。視床下部外側野にも局在している QRFP 産⽣
ニューロンが Orexin を共発現していることに（QrfpiCre マウス研究を始めた修
⼠課程⼀年の終盤頃に）気づき、この QRFP 産⽣ニューロンの⽣理的機能を探
求することで Orexin が持つ多彩な機能の⼀端を説明できるかもしれないと無
知ながら思い⽴ちました。これで⾃分も Orexin 研究ファミリーの⼀員になれ
る、櫻井先⽣が講演した時に謝辞で紹介してもらえる、ゆくゆくは論⽂も発表
して Orexin 総説なんかも書けるかもしれないと意気込み、奮って研究に励ん
だものの、私が⾒出したデータは当初の仮説（QRFP ニューロンは動物を活発
にさせるという予測）とは真逆で、マウスが極度の不動状態になるというもの
でした（Fig, 2c, d 参照）。（後に QIH だと判明する）この現象に出くわした
当初は私も含め誰 1 ⼈として意味がわからず、私の実験⼿技が拙いことによる
アーティファクトかもしれないと⾃他共に思っていました。ただ、この世界で
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私だけは（⾃分が発⾒したものなので当然ですが）この現象の背後には何か⾯
⽩いメカニズムが潜んでいると信じ、決して逃げることなく積極的に実験し続
けました。数ヶ⽉にわたる試⾏錯誤を経て、この不動状態はマウスが能動的に
体温を落としていることに起因すると私は気づきました。能動的な体温低下現
象だと確定させた後は、幸運にも砂川さんの協⼒も得ることができ、どんどん
研究は進みました。しかしこの瞬間から（私が憧れ、櫻井研に⼊る動機となっ
た）Orexin 研究から遠ざかることにもなりました。Orexin は QIH（の少なく
とも誘導）に全く関係ないことも判明し、Orexin から離れるのは⾮常に残念で
はありました。しかし、これまで⽬を⾒張るような、つまり櫻井先⽣が驚いて
くれるようなデータを全く持っていなかった⾃分にとって、極めて再現性⾼く
如実に低体温・低代謝を呈するこの実験系が余りにも有難く、また実験が成功
することが嬉しくて仕⽅ありませんでした。良い意味で研究に没頭することが
できました。しかし逆にいうと、もし、私が修⼠課程の最初から優秀な学⽣
（修⼠課程のうちに論⽂を出し、盤⽯に学会発表も充実させ、DC1 に⾯接免除
で採⽤されるような⼤学院⽣）で順調に良いデータを積み重ねて来ていたら、
この（得体の知れない謎の）不動状態に興味を持つことはなかったかもしれま
せん。もし Orexin 研究が順調だったら間違いなくそっちに⾏っていたことで
しょう。ですから、私が全く優秀ではないことが、⾯⽩いデータに飢えていた
ことが QIH に気づけた最⼤の要因だったのかもしれません。研究では何が良
い⽅向に誘うか本当にわかりませんね。世界規模でみれば少なくとも３つのグ
ループが同じような研究をしていると⾔いますし、私がいなくてもきっと世界
の他の誰かが⾒つけていたことでしょう。ただそれは、間違いなく櫻井研から
の成果ではなかったと思います。またここで、これは⼀種の⽩状なのですが、
私には研究を⽢くみていた過去があります（⾃覚はありませんでしたが）。
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「櫻井研でオレキシン研究してある程度頑張れば、⽬標として程よい学術誌
(Journal of Neuroscience など)に修⼠課程のうちに余裕で出せるだろう」など
という失礼かつ稚拙な考えをもっていました。しかし蓋を開けてみると、実験
は難しく本当に⼤変で、ゴールなど全く⾒えず、研究は厳しかった。現実に打
ち拉がれ、⾃信など消え失せ、D 進すら本気で迷い始めました。でもちょうど
その頃（修⼠ 2 年の夏）に、謎の不動状態に遭遇することができました。思い
起こしてみると、⾃分が気付けたのは、⾃分が優秀だとか⾒る⽬があったとか
そういうことが原因では全くなくて、ただただ、ポジティブな結果に飢えてい
ただけだったのかもしれません…。私はいわゆる「運が良かった」だけの⼈間
なのかもしれません。（こういう背景も含めて、私でなければ⾒つけられなか
ったというのは間違いないと思いますが。）当時のことを思うと今でも泣きそ
うになります。ただ、この苦く⾟い経験があったからこそ、参考論⽂作成の際
には⽔を得た⿂の如く熱量を爆発させることができました。この研究・実験を
させてもらっていることに感謝しない⽇は 1 ⽇もありませんでした。
このように意図せぬ偶然が度々絡んではいますが、結果的には、Orexin 研究
が私と冬眠・休眠（低代謝）研究を引き寄せてくれました。Orexin には、やは
り、何か不思議な⼒があるのだと思います。私が着⼿するまでは、櫻井研では
冬眠・休眠（低代謝）研究は⼀切⾏われていませんでしたし、体温を測る設備
もなかったし、正直なところ私⾃⾝も櫻井研⼊⾨当初は低代謝研究をするとは
微塵も考えていませんでした。しかしながら、QrfpiCre マウスを⽤いた研究に着
⼿するチャンスを戴き、幸運にも QIH 現象に遭遇し、研究を進めていくうち
に、哺乳類の低代謝という⽣理現象は⾮常に⾯⽩い研究対象であると⼼底思え
ました。冬眠・休眠中の哺乳類はほとんど動くことはせず、⼀⾒地味（で退
屈）な⾏動のように⾒えるが、背後では中枢神経性の制御システムが絶え間な
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く動いている。私はこれに惹かれました。睡眠中以外は普段動き回るのが動物
の性なのに、この状態では恐ろしいほど明確に動きが停⽌します。哺乳類脳に
存在する僅かな数の神経細胞（Q ニューロン）を活性化させるだけでこんなに
も劇的な変化が起きるのかと驚嘆した⽇を今でも鮮明に覚えています。そして
この鮮やかな驚きは、研究開始当初に私が興じた「動物が呈するダイナミック
な⾏動変容」そのものを対象にした感情ではないかと、実験をやりながら⽇々
思っていました。哺乳類にとって最もダイナミックな⾏動変容は冬眠・休眠だ
と個⼈的には思うほどに陶酔しています。そして、尊敬する有能な研究者の
⽅々からの多⼤なご⽀援の下、結果的にではありますが、櫻井教授監督のもと
私がひっそりと始めた研究が最⾼峰学術雑誌への掲載に結びつくことになりま
した。しかし、研究開始当初はここまでの成果になるとは（私も含め）誰 1 ⼈
として、予想も期待もしていませんでした。nature 誌掲載に繋がり得る研究だ
と最初から⾃明であるのなら、誰でも容易に時間を割けますし、それは私がや
らなくても誰かが遂⾏した研究だったと思います。私が研究を続けることがで
きたのは、私が QIH という現象を⾒つけだすことができたのは、この現象・
研究が私という⼈間にとって真に⾯⽩いと思える対象だったからであり、時間
を捧げる価値ある標的だと判断できるほどに私の知的好奇⼼を動かしてくれた
からです。博⼠課程に進学するということは、その者の⼈⽣において極めて⼤
事な時期を、膨⼤な時間を研究に捧げることを意味します。様々な選択肢の中
から博⼠課程進学を選択する際には、⼤きな葛藤と強い覚悟を要しました。ゆ
えに私は、折⾓なら、私という⼈間が存在しなかったら存在し得なかった研究
を⾏いたいと、研究成果を世に出したいと、⼤学院⼊学当時からずっと考えて
いました。このような気概を持つ⼈間でなければ⾒つけることはできなかった
でしょう。本研究では、それを体現することができたと⾃負しています。私独
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りでは何もできなかったことは当然のことながら⾔うまでもなく、重々承知し
ておりますが、（少なくとも櫻井研では）私が居なければ⽣まれなかった研究
テーマであることもまた⾃明です。⾃分から湧き出るアイデアに基づき実験を
⾏い、尊敬する研究者達と⼒を合わせ、⾒出したデータを論⽂として報告し、
ひいてはサイエンス（⼈類の叡智）の進展に寄与できる研究という営みは、私
にとってこれ以上なくやり甲斐のある愉しいものでした。研究成果が⼀瞬にし
て全世界に向け公開され注⽬されるのを直に体験し、今までに感じたことのな
い⾼揚感を得ることができました。⿃肌がたち、⼼が震えました。
思い返せば、研究と（受験）勉強、かつてはどちらも同じような学問の⼀種
だとイメージしていましたが完全なる誤解でした。⼤学受験のための勉強では
楽しいと感じたことも感動したことも⼀度もありませんでしたが、研究は全く
別物でした。勉強は与えられた問題を解くすなわち知識の消費がメインです
が、研究は⾃ら問いを⾒出すことから始まり答えを導くという、すなわち知識
を⽣産していく営みだと思います。問題を解くのは何れにせよ難しいですが、
この世で誰も説けていないものを解くという試み（研究）は、⾃分にとって最
⾼に愉しいものでした。解が決まっている問題を解くことと、問いを⾒出すこ
とは全く別のものだと⾝をもって体感し、（これまでは⼤の苦⼿だった）学問
と対峙する勇気が湧いてきました。そもそも新たな問いには答えがないかもし
れない。やってみないことには誰にもわからない。これらに気づけたことと、
研究に出会えたことに感謝しつつ、博⼠課程に進学して良かったなと改めて思
うことができました。結果的に、櫻井先⽣をはじめ櫻井研および IIIS の多くの
⽅々にとって貴重な成果にもなったわけですので、そういう意味でも続けてき
て良かったなと思います。私が偶然発⾒してしまった現象が絶⼤な影響⼒を持
つ雑誌に掲載され、全国的・社会的にも注⽬され、研究室運営・資⾦獲得にお

132

いても⽋かせない成果となったことは⼤変に光栄であると同時に、⼤変⼤きな
重圧でもあります。より⼀層⾝を引き締めて、冬眠・休眠の原理解明に挑まな
くてはならないと感じております。これもまた１つの巡り合わせでしょうし、
⼈との出会いだけでなく、本研究における結果・現象との出会いにも⼼から感
謝せねばなりません。もし冬眠・休眠という現象の仕組みの多くが既に理解さ
れていれば、この博⼠論⽂も存在していませんし、既知であるがゆえに学問に
対する私の Question も無意味だったことでしょう。⼈⽣において「タイミン
グ」や「運」は極めて重要な要素であり、それを⾒つけ出し掴むのもまた⼈⽣
の分岐点・愉しみの１つだと思います。本研究において突如現れた機会を千載
⼀遇のチャンスだと直感し、逃すことなく準備できていたこの姿勢は私の誇り
でもあります。もし叶うのであれば、今後ともこの研究を続け極めていきたい
と強く願っております 154。なぜなら、これは私の儚い時間を捧げ⾒つけだし
た、私が始めた物語だからです。この研究に出会えて本当に良かったと⼼の底
から思っています。
そして何よりも、研究を続けることができたもう⼀つの根本的な理由として
（⾔うまでもないことではありますが、）櫻井武研究室という恵まれた環境が
挙げられます。本研究の成果は、櫻井武研のモットーである「放牧スタイル
（フリーダム）」がもたらした成果だと私は思います。櫻井武先⽣は、たとえ
私のような業績も経験も何もない⼤学院⽣であっても、⾒くびることを⼀切せ
ず平等に研究者として接して下さいました。この処遇は、⾃主性・主体性を渇
望する私個⼈にとって⼤変に有難く、⼤きな原動⼒となりました。櫻井武先⽣
は⼀⽅で、気さくなお⼈柄から話しかけやすく、こちらが求めればいつでも時
間を割いて的確なアドバイスや指針をくださり、放牧ではありつつも進捗状況
を常に気にしてくださいました。櫻井武研という環境は私という⼈材にとって

133

適所であったことは間違いありません。また、⽇本学術振興会には特別研究員
DC1 として（⾯接）採⽤いただき、多⼤なご⽀援を賜りましたが（研究課題
19J20876『能動的低代謝（休眠）を誘導する神経経路の解明』）、これは同時
に櫻井研究室における冬眠・休眠（低代謝）研究に関する研究費としては最初
に採択されたものでもあります。このれっきとした事実からも、既存の Orexin
研究や睡眠覚醒制御研究の（いわゆる）⻭⾞とするのではなく、⼤学院⽣個⼈
の主体性を重視してくださる研究室であることが分かります。迅速かつ短期的
な成果が求められる傾向にある今の科学界において、学⽣に⾃由に研究させて
くれる環境は稀であり、貴重であり、何にも代えがたい恵まれた最⾼の環境だ
と個⼈的には思います。私が櫻井研を選んだオレキシン以外の理由として、①
潤沢な研究資⾦、②学⽣(単独)筆頭の論⽂がハイレベルな雑誌に出ている、③
⼈員がそこまで多くない、が挙げられます。学⽣が⾃由に研究できる環境を意
味していると考えたからです。今後も（あまりいないかもしれませんが）私の
ような謎の学⽣が現れるかもしれません。私が恩恵を授かったような、この素
晴らしい研究・教育の場を今後も構えていただけたら、櫻井武研（筑波⼤学）
で博⼠号を取得した最初の者として⼤変嬉しく思います。加えて、櫻井武研で
の博⼠課程研究が評価され、筑波⼤学による推薦を頂戴し、
第 11 回⽇本学術振興会『育志賞』という名誉ある賞の表彰を賜りました。こ
のことは櫻井武研出⾝の者として誇りであるとともに、博⼠課程で頂戴したご
指導（恩）への最初の恩返しになったのではないかと密かに思っています。
最後になりますが、この場をお借りして私の両親にも感謝の思いを伝えさせ
てください。⽇々変わらぬ暖かい⼼配りと経済⾯・精神⾯での甚⼤な⽀援、な
らびに博⼠課程進学を快諾してくれた両親に、改めて⼼より深く、厚く御礼申
し上げます。修⼠課程から続く⼤学院⽣活の間、私が集中して研究に取り組め
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た最⼤の要因は、両親から⽇々戴いた暖かい⽀えに他なりません。本当に感謝
しています。とくに⾼校卒業後から今まで、⻑い間多⼤な⼼配をかけてきてし
まいました。そんなどうしようもない私がここまでたどり着けたのは、いつも
応援し励まし続けてくれた両親のおかげです。息⼦（私）が好きなことをやれ
ることが⼀番の親孝⾏だと⾔っていただいた⾔葉は、⼤切な⼼の⽀えとして今
でも胸に残っており、研究に励む私を実際に⿎舞してくれました。研究者とい
う職業は⼤変に厳しく、経済的に安定しない職業種とも⾔われておりますが、
負けないように、何とか⽴派な⼈⽣を送れるように、⼤好きな研究に⽇々弛ま
ず時間を捧げ、これからも⽇々全⼒で⽣きていきます。冬眠・休眠の原理解明
と同等あるいはそれ以上に、両親への恩返し、またそれを形にすることが私の
今後の達成すべき⼤きな⽬標であります。親孝⾏、期待して待っていてくださ
い。今まで真摯に⽀えてくださり、本当にありがとうございました。これから
もどうぞよろしくお願いいたします。
櫻井武研という恵まれた環境、科学的に⾯⽩い現象を偶然発⾒できたこと、
砂川先⽣との共同研究、両親の⽀え、あまりにも多くの幸運に⽀えられた幸せ
な博⼠課程⼤学院⽣活でした。櫻井武先⽣、砂川⽞志郎先⽣、征⽮晋吾先⽣、
ならびに本研究・博⼠課程⽣活に関わってくださいました全ての皆様に、今⼀
度⼼からの深い謝辞と敬意を表明いたします。本当に有難うございました。
そして、これからも何卒どうぞよろしくお願いいたします。
2021 年（令和３年）2 ⽉
筑波⼤学⼤学院 ⼈間総合科学研究科
⽣命システム医学専攻 3 年 201830375
筑波⼤学医学医療系/国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）櫻井武研究室
髙橋 徹
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１２．出典
本学位論⽂ではNature, 583(7814):109-114, 2020. (doi.org/10.1038/s41586020-2163-6)に掲載された論⽂（参考論⽂）の内容を、Springer Nature社の規定
に従い再利⽤している。Springer Nature社よりオンライン掲載の許可も頂戴し
ている。
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