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Effects of Meal‑feeding on Diurnal Variation of Glycogen Levels

in Some Organs, Skeletal Muscles and Adipose Tissues in Rats

Masashige SUZUKI and Yuji SATO
Male 4‑wk‑old rats of Sprague‑Dawley strain were divided into ad libitum‑fed and meal‑fed groups
(animals having access to food for a single, daily, 2‑hour meal from 20 to 22 hours). Rats were hosued in

light‑dark cygle (darkness from 20 to 80 hours). Three weeks later, rats were killed at every 4 hour and

diurnal rhythms of serum glucose level or tissue glycogen levels were investigated. The results were as
follows:

1) Over‑all 24‑hour mean of serum glucose level in ad libitum‑fed rats was significantly higher than in
meal‑fed rats.

2) Diurnal rhythm of liver glycogen level in ad libitum‑fed rats was almost stable, but that in meal‑fed
rats increa ed after meal ingestion. The highest level was observed 1 1 hours after the initiation (if

meal ingestion.

3) Diurnal rhythms of soleus and gastrocnemius muscle glycogen levels in ad libitum‑fed rats were
higher during the dark period than the light period. In meal‑fed rats the both muscle glycogen levels
were highest 3 hours after the initiation of meal ingestion.

4) Diurnal rhythms of glycogen levels were similar pattern in subcutanoeus. mesenteric, perirenal and

epididymal adipose tissues in both groups. In meal‑fed rats adipose tissue accumulated glycogen
rapidly after meal ingestion, and attained the peak glycogen level at 7 hdurs after the initiation of

meal ingestion, and thereafter that level fell sharply. Moreover, in meal‑fed rats the peak value of

perirenal adipose tissue glycogen level was about twice as high as those of the other three adipose
tissue glycogen levels.

5) Diurnal rhythrns ofkidney glycogen level in ad libitum‑fed rats and heart, spleen and testis glycogen
levels in meal‑fed rats exhibited bi‑phase patterns.

6) In liver, soleus muscle, and three adipose tissues except epididymal adipose tissue, the peak glycogen

levels were obviously elevated by meal‑feeding. Furthermore, in soleus muscle, heart and three
adipose tissues except epididymal adipose tissue, over‑all 24‑hour means of tissue glycogen levels
were significantly increased by meal‑feeding.
These results confirm that meal‑feeding is available for elevating the peak glycogen levels of several

tissues in rats. But the time t,o reach the peak glycogen level after the initiation of m eal ingestion is
various in different tissues or organs. Therefore, it is suggested that meal timing is as important as meal
frequency to consider the effect of nutrition on tissue glycogen level and physical capacity.
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肝臓，骨格筋および心筋などのグリコ・一ゲン含
量は日内リズムを示し，feeding pattemがリズム

の位相や振幅に強く影響することが知られてい
る418・19■24129しまた，上記組織のグリコーゲン含

量は運動能力と密接な関係をもつことが従来より
知られていたが，最近Hicksonらはユ2えラットに
長時間のトレッドミルランニングを負荷した場合，

一92g，日本クレア株式会社）を用い，そのうち

30匹（80−92g）をAd1ib群，および32匹（8ユー

89g）をmea1−fed群に分け，1ゲージにユ匹ず
つ入れて飼育した。飼育室の照明は，08−20
時の12時問を人工照明し，20−08時のユ2時間
を暗くするユ2時問の明暗サイクルとした。飼料
は粉末飼料（CE−7サ日本クレア株式会社）を用

予め血中遊離脂肪酸（FFA）レベルを高めておく

い，Ad1ib群は飼料を24時問中自由に摂食出来る

と，肝臓，骨格筋のグリコーゲンの利用が抑制さ

が，meal−fed群は自動給餌装置（日本クレア株式

れ，走行時間が延長することから血中FFAレベ

会社）を用いて24時間中20−22時の2時問

ルの高低も運動能カに密接に関係していることが

だけ摂食出来るように制限した。水は両群とも自

由に摂取出来るようにした。飼料と水の補給，糞

明らかにされた。

一方，血液中に存在するFFAは脂肪組織内に
おける1ipo1ysisにより生ずるが，脂肪細胞内の
FFAはグリコーゲン由来のα一glycerophosphate

により再エステル化されることから，脂肪組織の

グリコーゲンはFFA放出を調節する可能性が考

尿の処理および体重計測は，明期の終りユ8−20
時の間に行なった。

上記の条件で両群を3週問飼育し，mea1−fed群
にはmea1−feedingに充分に適応させたのち18），両

一群とも1時点に4−5匹ずつのラットを23−03，

えられる。また，運動時に産生する乳酸は心筋に

15，19，07およびユユ時の順に2日間にわたって殺

おいて活発に酸化される一方，腎臓においては

した。但し，mea1−fed群のみ摂食開始1時問後

g1uCOneOgeneSiSの主要な原料となる35もさらに，

にあたる21時にも殺した。

ラットの脾臓および睾丸において，g1ucose一ト

2．血清の分離と血糖の測定

phosphataseの存在が報告されていることから25），

屠殺法は頭部を軽く打撲して失神させたのち，

この2つの器官は血液中へのグルコース供給に寄

頸静脈より潟血して殺した。採取した血液を4℃

与する可能性が考えられる。しかし，ラットの脂

の温度下で30分問放置したのち，3，000r．p．m．で

肪組織，腎臓，脾臓，および睾丸のグリコーゲン
の生理的機能については従来あまり検討されてい

10分間遠心して血清を得た。ただちに0．1mlの血
清を用いてglucose−oxidase法2）により血糖値を

ない。

測定した。

ゲン含量を高めるには，いかなる栄養成分をどの

3．組織グリコーゲンの定量
屠殺後，各組織をグリコーゲン測定まで一80℃

ようなタイミングで摂取するのが有効であるかな

で凍結保存した。測定日にその組織を融解させた

どfeeding

のち，ただちに秤量してNa2S04で飽和した30％

このような関連において，動物体組織グリコー

pattemのありかたを明らかにするこ

とは，運動能力を高める意味で重要であると思わ

KOH溶液に入れ，沸騰水浴中で30分問加熱分解

れる。

した。室温にもどしたのち，1．2容の95％工タノ

そこで著者らは，これに関する基礎的知見を得
る目的で，動物体の樺々の部位の組織グリコーゲ
ン蓄積・消失の日内リズムを，ad1ibitum

feed−

ingおよびユ日1回2時問のmea1−feedingを負荷
したラットを用いて，比較・検討した。

実験方法
1．実験動物および飼育法

生後4週令のJCL⑮：SD系雄ラット62匹（80

ールを加えて氷中に30分問放置した。ついで，
3，000r．p．m．で30分問遠心してグリコーゲンを沈

澱させたのち，上清液を吸引除去した20もグリコ

」ゲンの沈澱に2m1の2N−H2S04を加え，再び
沸騰水浴中で3時問加熱してグリコーゲンを加水

分解した。その溶液に2m1の2N−H2S04を加え
中和し，さらに0．5Mリン酸緩衝液（pH7．4）を

加えて一定量にfill

upした。この溶液にはわず

かに非分解物が含まれるため濾過してこれを取り
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除き，その濾液0．ユm1を用いてg1ucose−oxidase
法2）によりグルコースを測定した。グリコーゲン

，

o

σ一一〇＾d

li一

一一・，胴一・舳

を加水分解する以後の操作をカキグリコーゲン
o

（和光純薬製）を用いて検体と同様に行ない，こ
れを対照としてグリコーゲン量を算出した。

実験結果
1．体重増加および食下量に及ぼすmea1−feeding

1，O

の影響
飼育期問中の両群の体重および食下量の変動

ρ
・

遣
はFig．ユおよびTab1e1に示すとおりである。
Ad1ib群は，飼育期問中ほぼ一定した割合で体

。
刀一

．！
戸
！
■

重が増加し，mea1−fed群では，mea1−feeding開

始後一旦体重が減少したが，6日目にほぼ初体

■

重レベルに回復したあと，ほぼ一定した割合で

・、．、

！．イ

増加した。（Fig．1，Tab1eユ）

しかし，6日目以後の1日あたりの体重増加量
●

はAd1ib群にくらべてmeal−fed群はその増加度
が著しく低く，mea1−fed群の最終体重はAd

1ib群のそれの63％であった。
Tab1e1．Body

weight

Fig．1B．dyw．ightg．in．f．d1ib．。ndm。沮。dエ。t。．
Each point正epresents the mean foエ30ad1ib．o正

32meaLfedrats．

gain，epididyma1fat

pads

weight，and

food

intake

of

ad

lib．and

mea1−fed工ats．

grou p
p

meal‑fed

ad libitum

Body weight
84.9 i 0.6(1)

initial (g)

85.0 i 0.4

weight gain (g/rat/day)

O ‑ 6 day

7.8

0.1

0.4 i 0.1

< 0.001

6 ‑ 14 day

7.5 i 0.1

4.1 i 0.1

< 0.001

7.3

4.8 i 0.1 (3) 153.1 i 2,0 (63.1)

< 0.001

14 = 21 day

0.2

242.8 i 2.9

final (g)

epididymal fat pads weight (g)

< 0.001

1.93 i 0.05

0.89 i 0.03 (46.1)

< 0.001

17.7

8,1 i 0.2 (45 8)
11.7 i 0,2 (55 2)
12.9
0.1 (56 1)

< 0.001

9.3 i 0.1 (68 9)
10.3
0.1 (88 8)
8.8 0.1 (88 O)

< 0.001

Food intake (2)
(g/rat/day)

'5 ‑ 7 day

0.3

12 ‑ 14 day

21.2 i 0.3

19 ‑ 20 day

23,0

0.4

< 0.001

< 0.001

(g/ 100g of rat/day)

（1）

5 ‑ 7 day

13.5 i 0.1

12 ‑ 14 day

11.6 i 0.1

19 ‑ 20 day

10.0

0.1

< 0.001
< 0.001

Va1uesaエemeans±SEfoエ30ad1ib．oエ32mea1−fedエats．

（2）

Food

（3）

Numbeエin

工ats

to

intake

was

measuエed

paエentheses

those

of

at

the

expエesses

ad1ib−fed工ats．

day

shown

in

peIcentages

the

ofbody

tab1e．

weight，tissue

weight〜md
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i』ltake
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Table 2. Over‑all 24‑hour means of 14 different variables in adlibi and meal‑fed rats.

group

Serum glucose (mg/100 mQ)

120.4

2.3(1)

meal‑fed
105.9 i 1.7

p

ad libitum

variables

< 0,005

Liver glycogen

(mglg)

35.0

(mg/whole liver)

1.5

456.9

22.3

2.02
1.06

29.6

2.7

N. S.(2)

222.4

21.4

< 0.001

0.29

3.74

0.43

< 0.005

0.24

0.88 i 0.19

Muscle glycogen
oleus M. (mglg)

gastrocuemins M. (mglg)

N. S.

Adipose tissue glycogen
mesentric (uglg)

133.5 i 33.1

subcutaneous (uglg)

640.9

198.6

11.3

554.4

178.5

< 0.01

180.7 i 43.3

916.3

310.5

< 0.025
N. S,

40.3

perirenal (pglg)

epididymal (uglg)
(ug/whole tissue)

156.0

37.6

330.4

130.7

312.6

85.9

287.8

115.4

Heart glycogen (llglg)

40.3 i 9.1

Kidney glycogen (/rg/g)

49.8

Spleen glycogen (uglg)

77.1

Testis glycogen (,tglg)

56.4

(1) Values are means

N. S.

236.6 i 54.0

< 0.005

2.0

56.4 i 3.9

N. S.

4.3

67,8

4,3

N. S.

: 3.4

58.3

3,8

N. S.

SE for 30 ad lib. or 32 meal‑fed rats.

(2) N. S.means not significant.

< 0.025
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副睾丸脂肪組織では両群間に有意な差はないが，

3．骨格筋グリコーゲンレベルの日内リズムに及
ぼすmeal−feedingの影響

他の3つの脂肪組織においてはmea1−fed群が

Fig．3に示すように，骨格筋グリコーゲンレ

Adlib群より有意に高かった（Table2）。さ，らに

ベルの日内リズムは，Ad1ib群では，ヒラメ筋，

mea1fed群のなかでのピーク時の値を比較す

腓腹筋ともに摂食開始3時間後（23時）にピ
ークを示した。24時間の平均値では，Ad lib

ると，腎周囲脂肪組織が他の3つの脂肪組織の

約2倍の高値を示した。

群，mea1−fed群いずれも，ヒラメ筋のほうが腓
H

腹筋よりも高く，さらにヒラメ筋においては
mea1−fed群のほうがAd1ib群よりも高い傾向
にあった（p＜O，005，Tab1e2）。
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4．脂肪組織グリコーゲンレベルの日内リズムに
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5．心筋，腎臓，脾臓および睾丸のグリコーゲン
レベルの日内リズムに及ぼす

eal−feedingの影響

心筋グリコーゲン含量の日内リズムは，Ad
1ib群では明期の方が暗期よりもやや高い傾向
にあった。またmea1−fed群では2相性のリズ

及ぼすmea1−feedingの影響
脂肪組織グリコーゲン含量の日内リズムは，

Fig．4に示すように，皮下，腸問膜，腎周囲お
よび副睾丸の各脂肪組織で，Ad

ME

lib群，meal−

fed群のいずれも同じパターンを示した。すな

わちAd1ib群03時にピークを示し，mea1−

ムが認められた（Fig．5）。

腎臓グリコーゲン含量の日内リズムは，Ad1ib群

では2相性のリズムを示し，mea1−fed群では摂食
開始3時間後（23時）にピークを不した（Fig・q）。

次に，脾臓のグリコーゲン含量の日内リズム

fed群では，摂食後急激に増加し，摂食開始7

は，Ad1ib群，mea1−fed群ともに同様のパター

時間後（03時）にピークに達し，その後急激

ンを示し，暗期の初めにピーク，暗期の終わり

に減少した。両群のピーク時の値を比較すると，

から明期の初めに最低値が認められた（Fig．5）。
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ットに24時問の絶食を負荷しても日内リズムは残
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観察した。

次に，本実験における骨格筋グリコーゲン含量
の日内リズムは（Fig．3），ヒラメ筋，腓腹筋とも

F晦5Diurna1changes

in

g1ycogen1eve1in
向ointτepresents

heart，kidney，sp1een

ad1ib．and
the

mean

and

testis

mearfedエats．Each
and

SE

of4to5正ats．

暗期に高く，明期に低い日内リズムを示し，振幅
はヒラメ筋のほうが腓腹筋よりも大きい傾向にあ
ったが，これはCon1eeら5）の報告と一致してい

また，睾丸グリコーゲン含量の日内リズムは，

る。しかし，24時問の平均値はヒラメ筋のほうが

Ad1ib群では明期のほうが暗期よりも高いレベ
ルにあり，mea1−fed群では2相性のリズムが認

腓腹筋よりも高かった点は彼らの実験結果と異なっ

められた。

われる。Pessacq28）はマウスを用いて，横隔膜の

考

察

Ad1ib群
本実験における血清グルコースレベルの日内リ

ており，ラットの系統その他の違いによるものと思

グリコーゲン含量の日内リズムを4つの季節で観

察したところ季節による差はなく，振幅および絶

対値には差があるものの，時期の終わり04時
付近にピークをもつ日内リズムを示すと報告して

ズム（Fig，2）を従来の報告と比較すると，明期の

いる。

終わりにピークを示し，振幅が小さい点でCon1ee
ら5）の報告と一致している。またマウスを使った

脂肪組織グリコーゲン含量の日内リズムは（Fig
4），Cohn and Joseph4）の報告と同様に暗期に

Gag1iardinoら10）の報告とも，ほぼ同様のパター

ピークを示した。

ンを示した。しかし，他の報告13115・26・27）では暗

心筋グリコーゲン含量の日内リズムは（Fig・5），

期に最高値を示し，振幅も大きい点で今回の実験

従来の報告3・5133）と同様に明期のほうが暗期より

結果とは異なるパターンを示しており，この違い

も高いレベルにあった。Sege1ら33）はラットに強

は実験条件その他によるものと思われる。

度の違う運動を負荷

次に肝臓グリコーゲン含量の日内リズムは，従
来の多くの報告と一致していた415・8・24・29㌔しか

した場合，心筋グリコーゲン

含量の消失および運動終了後の心筋グリコーゲン
め一一supercompensation

はg1ycogen

synthetase
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％I活性とg1ucose

トphosphateレベルの双方

Di11er8）はラットで，またNe1sonら24）はマウスで

の増加の結果起ることを示唆した。古くから心筋

同様のことを見ている。また，いずれのmea1−

グリコーゲンは低酸素状態における糖質の供給源
とされている7）。従って，心筋グリコーゲンレベ

feeding実験においても，摂食開始時には肝グリ

ルの日内リズムは生体の生理的状態によって微妙

コーゲンはほとんど枯渇していることがわかる。
Levei11eら19）はAd lib群，mea1−fed群の両群の

に影響をうけると考えられる。

ラットにグルコースを腹腔内投与した場合，肝グ

腎臓グリコーゲン含量の日内リズムについては
（Hg．5），Cohn

and

Joseph4）の報告があるが，

リコーゲン蓄積速度は両群で差がないことから，

meal−fed群の肝グリコーゲンレベルの日内レベル

本実験結果と異なり一相性のリズムを観察してい

はmea1−feedingの影響をうけた結果出来上がるも

るが，この原因については不明である。

のではないことを示した。

次に，ラットの睾丸グリコーゲン含量は，生後
問もない時期が一番多く，生後2週問目頃から徐
徐に減少することが報告されユ6え生殖腺の発達に

本実験におけるmea1−fed群の骨格筋グリコーゲ
ン含量の日内リズムを見ると，ヒラメ筋では摂食

開始3〜7時問後（23−03時）にピークに達

必要なエネルギー源の一つであることが示唆され

しており，腓腹筋では摂食開始3時問後（23

ている｝7）。しかし，脾臓および睾丸のグリコーゲ

時）にピークに達したのち急激に減少したことが
わかる（Fig．3）。Levei11eらユ9）およびFmabiki

ン含量の日内リズムについては従来の報告は見あ

ら9）の行なったユ日2時間のmea1−feeding実験で

たらない。

Mea1−fed群

は，横隔膜および腓腹筋において摂食開始8時間

Mea1−fed群の血清グルコースレベルの日内リズ

後にピークに達し，その後急激に減少するリズム

ムは，摂食開始5時間前（15時）から摂食開始
7時間後（03時）まで高いレベルを維持してい

を観察しており，本実験結果とは異なる。これは

従来の2つの報告では，摂食タイミングが明期の

たが（F虹2），これはKau1and

初め2時問であるのに対し，本実験では暗期の初

Berdanier15）の

行なった1日2時問のmea1−feedingにおける血清

め2時問であること，その他の実験条件によるも

グルコースレベルの日内リズムとほぼ同じ傾向で
ある。しかし，Phi1ippensら29）が行なった1日4

のと思われる。

時問のmea1−feedingおよびIpら13）の行なったユ

次に脂肪組織グリコーゲン含量の日内リズムは
従来のLevei11eら19）の報告と同様のパターンを示

日2時問のmea1−feedingのいずれの実験において

しているが，本実験では副睾丸脂肪組織に限らず，

も摂食開始後に血清グルコースレベルが上昇する

皮下，腸間膜および腎周囲脂肪組織においても同

日内リズムを報告している。また本実験において，

様のパターンを示したことは興味深い。さらに腎

mea1−fed群の血清グルコースレベノレの24時間の

周囲脂肪組織が，そのピーク時の値では他の3つ

平均値はAd1ib群のそれにくらべ有意に低かっ

の部位の脂肪組織にくらべ著しく高いことは，従

たが，Ipらユ3）も同様の傾向を観察している。これ

来，脂肪組織の代表として用いられる副睾丸脂肪

はmea1−feedingによる糖耐容性の上昇3ユ・34），お

組織よりも，代謝的には活発であることを示唆し

よび末梢組織のインスリン感受性の充進30）などに

よるものと考えられているが，肝からのグルコー

ており，脂肪組織の研究にはこの点に留意する必
要があると思われる。Levei11eら19）によると，等

ス放出の抑制も原因である可能性が考えられる。

量のグルコース投与による脂肪組織のグリコーゲ

しかしPhi1ippensら29）およびKau1and

Berdanigr15）

ン蓄積速度はmea1−fed群がAd1ib群よりも速い

の報告ではAd1ib群とmea1−fed群の24時問の平

ことを報告しており，また摂食開始7〜8時間後
から12時問後にみられるグリコーゲンレベルの急

均値には差がなかったという。

次に肝グリコーゲン含量の日内リズムは摂食開
始ユ1時問後（07時）にピークに達するリズムを
示したが（Fig．2），これはLevei11eら19）の行なっ

激な低下はエネルギー源としての利用によること
を示唆している。

次に心筋グリコーゲン含量の日内リズムは2相

一66一
たユ日2時問のmea1−feeding実験の成績とほぼ
一致する。さらにPhi1ippensら29）とFu11er and
性を示したが（Fig．5），これはMatsumotoら21）

要

約

が1・32），そのような結果とは異なったパターンを

生後4週令のSD系雄ラットを自由摂食群（Ad
1ib群）と1日1回2時問（20−22時）だけ摂
食させる群（meal−fed群）に分け，20−08時
を暗期とする明暗サイクル下で飼育した。3週

示したが，その原因については不明である。

問飼育したのちにラットを4時問問隔で殺し，血

の報告とは異なっており，また従来摂食時よりも

絶食時の方が高いレベルにあると報告されている

腎臓グリコーゲン含量の日内リズムは，摂食開

清グルコースレベルおよび各種臓器・組織のグリ

始3時問後（23時）にピークを持つ点で骨格筋

コーゲンレベルの日内リズムを検討した。

における日内リズムと類似している。腎臓は肝臓

ユ．血清グルコースレベルの24時問の平均値は

と同様に血液中にグルコースを供給するがユユ），腎

Adlib群がmea1−fed群より有意に高かった。
2．肝臓グリコーゲンレベルの日内リズムは，Ad

臓で生成されるグルコースの主な原料は筋肉の解
糖によって生ずる乳酸であるとし■・われている35㌔

1ib群ではその振幅が小さいのにくらべ，mea1−

この点で，肝臓，骨格筋および腎臓のグリコーゲ

fed群では摂食後急激に増加し，摂食開始11時

ンレベルの日内リズムを比較すると，骨格筋およ

間後にピークに達する日内リズムを示した。

び腎臓のほうが，肝臓にくらベピークに達する時

3．ヒラメ筋および腓腹筋のグリコーゲンレベル

問およびその後の減少度も速やかである。このこ

の日内リズムは，Ad

lib群では暗期のほうが明

とは上記3っの組織のグリコーゲン合成酵素活性

期よりも高いリズムを示し，mea1−fed群では，

は，肝臓と骨格筋では同レベルにあり，腎臓での

両筋肉とも摂食開始3時間後にピークをもつリ

活性はこれらの組織の！／7程度であることから23え

摂食後にみられる蓄積・消失の日内リズムの違い

ズムを示した。

4．脂肪組織グリコーゲンレベルは，皮下，腸問

は3つの組織のグリコーゲンプールの大きさに関

膜，腎周囲および副睾丸の各脂肪組織で両群と

係している可能性が高い。

も同様の日内リズムを示した。Mea1−fed群では，

また，脾臓および睾丸のグリコーゲン含量の日

内リズムに2相性のリズムが認められたが，脾臓

摂食後急激に増加し，摂食開始7時問後にピー
クに達し，その後急激に減少した。またmea1−

においては摂食後速やかに増加する傾向にあった

fed群において，腎周囲脂肪組織が他の3つの

（Fig・5），これに対し睾丸においでは摂食後減少する

脂肪組織の約2倍高いピークレベルを示した。

傾向がみられ（Fig．5），両臓器ともそのグリコーゲ

5．Ad1ib群の腎臓グリコーゲン含量の日内リズ
ム，およびmea1−fed群の心臓，脾臓および睾

ンレベルは食餌の影響を受けると思われる。

以上の結果から，肝臓，ヒラメ筋，副睾丸を除
く他の3つの脂肪組織および心臓のグリコーゲン
レベルはmea1一おedingにより著明に上昇したこと

丸のグリコーゲン含量の日内リズムに2相性の
リズムが認められた。

6．肝臓，ヒラメ筋および副睾丸を除く他の3つ

がわかる。また，ヒラメ筋と副睾丸を除く他の3

の脂肪組織においては，組織グリコーゲンのピ

っの脂肪組織および心筋において，グリコーゲン

ークレベルはmea1−feedingにより著明に上昇し

レベルの24時問の平均値がmea1−feedingによって

た。またこれらの組織では，組織グリコーゲン

有意に増大した（Tab1e2）。しかしながら，摂食

レベルの24時間の平均値もmea1−feedingによっ

開始からピークレベルに達する時問が組織によっ
て異なることは，摂食頻度とともに食餌摂食のタイ

て有意に増大した。

ミングが重要であることを示している。一方，食

臓器において，そのグリコーゲンのピークレベ

餌組成もグリコーゲンのピークレベルおよびそれ

ルを高めるのに有効であることが確認された。

に達する時問に影響を及ぼす可能性があるが，今

しかし，摂食開始からピークレベルに達する時

後検討すべき課題である。

問は組織によって異なるので，組織グリコーゲ

以上の結果から，mea1−feedingがいくつかの
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