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Effects of Dietary Protein Level and Exercise Training on 

Growth and Swimming Endurance Time of Rats 

Tetsuzo TAKAHASHI, Masao SAKAI* ancl Shigeji MURAMATSU** 

Thirty fenlale rats were clevicled into low protein (570 casein), middle protein (2070 

casein) and high proteil_1 (4070 casein) group. Each of the three group were further devided 

into two groups, non-exercise group ancl exercise group. The average bocly weight and 
swimming ability were ahl~Lost the same in each of the group. Rats in exercise group were 

forcecl to swinl for 20 mh･.. every two clays for 60 clays, while rats in non-e~ercise group 
were kept in sedenta-1~y state. All rats were given the swinlming enclurance test once a 

clay from 6lst to 66th clay. The weight equivalent to 870 of her bocly weigllt was attached 

to each rat cluring swimming training and swimming enclurance te.st. Bocly weight was 
nleasurecl throughout 66 clays lon*"' exl]erimental periocl. Rats were sacrificed on 67tll clay, 

ancl bocly length, tibia length ancl weights of several organs, perirell_al aclipose tissue ancl 

gastrocnemius muscle were nleasurecl, Nitrogen in the liver and gastrocnemius muscle 
were also cleterminecl. 

The bocly weight gain was significantly snlaller in low protein group than in the other 

two groups after 4th week. There was not any significant difference between non-exercise 
ancl exercise group. The tibia lell..gth in low protein group was significantly shorter th~Ln 

in other two groups, though no signiflcant clifference between non-exercise ancl exercise 

group were observed. Correlation coefficients between body lengtll and tibia length were 

0.755 (p<0.01) in non-exercise group and 0.719 (p<0.01) in exercise group, respectively. 

The liver weigllt was significantly lighter in low protein ･ non-exercise group and in 

low protein ･ exercise group than in high protein ･ ncn-exercise group and in high protein -
exercise group, respectively. The weights of heart, spleen, kiclney and adrenals were heavier 

witll increase in the casein content in the cliet, though statistically there wefe no significant 

clifferences. The gastrocnenlius nluscle weight in low protein group was significantly lighter 

than in the otheir two *'roups, while perirenal adipose tissue weight in low protein group 

was heavier than in the otller two groups. The intensity of swimming training in this 
study seemed to be not enough to produce significant effects on adipose tissue weight. 

Protein content in gastrocnemius nluscle ancl liver was significantly lower in low 
protein group than in the otller two groups. 

The trained rats in each diet group had longer swinulling enclurance time than un-
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traine（1ones．Rats　in1ow　protein　group　showed－the1onger　swimming　endurance　ti皿e　than

jn　midd1e　and　high　protein　group．

　　When　corre1ations　of　a11items　detemined　against　the　swimmi㎎endurance　time　were

ana1yzed，it　was　found　that　heart　weight　per　body　wei富ht　was　positiye1夕corre1ated　with　a

corre1ation　coe用cient　of0，360（p＜0．05）and　body　weight　during　swim皿ing　endurance　test

was　negative1y　cone1ated　with　a　corre1ation　coe冊cient　of－0，413（p＜O．02），but　the　others

Were　nOt　SigniiCant．

　食餌中タソバク質レベルがヒトの成長に大きな

影響力を持っていることはすでに広く知られてお

り，戦後，・タソパク質をはじめ栄養摂取状況の改

善とともに青少年の体位は著しく向上した。しか

L，これらの形態的発育に体力が伴っていないこ

ともよく指摘される事実である22）。

　古く合志は6）ラットに数段階のタソパク質レベ

ルの実験食を与えながら遊泳運動をさせたとこ

ろ，タソパク欠乏食群，低タソパク食群（7％カ

ゼイソ），中タソパク食群（13％カゼイ1■），高タ

ソパク食群（25％カゼイソ）の順で遊泳持久時問

が延長することを報告Lた。また，Crews4）らも

ラットにトレッドミルラソニソグを訓練させたと

ころ，低タ！パク食群（8％カゼイソ）がノーマ

ル食群（22カゼイソ）に比べ，より長いラソニソ

グ持久力を示したことを観察している。

Tab1e1．

　一方，ヒトの運動訓練時には，平常より多少高

いタソパク質摂取が望ましいという報告もあり

23），成長にとって望ましいと考えられるより低い

食餌タソパク質レベルの方が運動持久力に好影響

があったとする動物実験の結果については再確認

する必要があると考えられる。

　本実験は，ラットに低タソパク質，標準タソパ

ク質，過剰タソバク質の三段階のタソパク質レベ

ルの実験食を与えて飼育しながら同時に遊泳運動

を訓練することにより，成長および遊泳持久力に

及ぼす食餌タソパク質および運動訓練の影響につ

いて検討したものである。

　実験方法

　実験動物として成長期にあるウィスター・イマ

’ミチ系雌ラット（平均体重102g）を用いた。実験

C・mp・・iti…f・・p・・i平・・申1ai・t（％）。

Grou p 

Low protein I¥4:icldle protein High protein 

A and A'a B and B'a C and C'a 

Cornstardh 84 69 49 

Casein 5
 

20 40 

Oil 5
 

5
 

5
 

Mineral mixtureb 5
 

5
 

5
 

Vitamin mixture' 1
 

1
 

1
 

a: A, B and C are 1._lon-exercise grot{~s in each diet group. A', B' an~ C' " are exerclse gronps in 

　each　diet　group．

b：（in　100g　nユinera1Inixture）

　CaCOヨ　29．29g，CaHP04．2H20　0．43g，KH2P04　34．31g，NaC1　25．06g，MgS04．7H20　9．98g，
　Fe（C6H507）・6H20　0，623g，CuS04・5H20　0，121g，ZnC120．02g，KI　0．5皿g，（NH4）6Mo7024・
　4H20　0．25mg
c：（in！00g▽ita工nin　mixture）

　Vitamin　B2　0，059g，　Niacin　O．294g，　Ca－Pantothenate　0－235g，　Vitamin　Bo－HC1　0，029g，
　Vitamin　BゴHC10，059g，Vitamin　K　0，006g，Biotin　0，001g，Fo1ate　0，002g，Inosi仁o11，176g，
　Vitamin　C　01588g，Lactate　97，551g
　（in5goi1）
　Vitamin　A　1000IU，Vitamin　D　lO00IU，Vitamin　E　10mg
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Fig. 1. Changes in body weight of rats. 
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Tab1e2． Body　wei宣ht，body1ength　and　tibia1ength．

Body weight Body lengtll Tibia length 
Grou pa 

(g) (cm) (Clll) 

Low protein A 11 5+ 23 . 1 34 . 5 ~- 2 , 48 3 . 36+ O . 13 

Al 178+ 15 , 2 33 , 4~- I , 17 3 . 39+ o . 06 

Miclclle protein B 214+ 10 . 4 35 . 8~- o . 79 3 . 57+ o . 08 

B! 215 H- 25 . O 35 . 7+ I . 71 3 . 57~- I . 71 

High proteih C 211 + 10 . 5 35 . 9+ I , 36 3 . 5)6 -H o . 06 

Cl 218+ 14 . 3 36 . 6+ I . 26 3 . 56+ o . 09 

a：see　the　footnote　of　Tabユe1．　b：Mean＋S．D．

　実験結果

　1．体重の変化を図1に示した。実験食飼育開

始後2週目頃より低タソパク食群は他の2群に比

べ徐々に体重増加に差を生じ始め，4週目（28目

目）には有意に体重増加に差を示Lた。中タソパ

ク食群と’高タソパク食群とでは全飼育期間を通し

て差を認めなかった。運動群と非動動群では実験

開始早々は運動群が非運動群に比しやや体重増加

が多い傾向がみられたが，全期問を通Lて両群問

に有意差はなかった。体長，脛骨長の計測結果を一

表2に示した。体長は各群間で有意差はないが，

タソパク質レベルの高い順で長い傾向がみられ

た。脛骨長は低タソパク食群が中タソパク食群，

高タソパク食群と比較して有意に短かかったが，

運動群と非運動群との問には有意な差は認められ

なかった。なお，これまで体長と脛骨長との間に

はかなりの相関があることが報告されておりユ）3），

本実験においても非運動群および運動群ともに1

％の危険率でそれぞれ0，755，0，719と高い相関が

みられた。

　2．臓器および組織重量の測定値を表3に示し

た。

　肝臓は低タソパク食群が他の2群に比べ小さい

傾向にあり，低タソバク食・非運動群と高タソパ

ーク食・非運動群とで，また低タソパク食・運動群

と高タソバク食・運動癖とで，それぞれ有意な差

が認められた。しがし体重比では3群の間に差は

みられなかった。運動群と非運動群とで比較する

と，有意差はないが中タソパク食群，高タソパク

0　　　　　　　　　100 200 300　　　　　　　　400

A：Non－exercise　　　　　ユ93±49．1

A｝：Exercise　　　　　　　　276±116，9

B：Non－exercise　　　　　エ99土66．0

B’：正；xercise　　　　　　269士96．O

C：Non－exercise　　　　169土e0．3

α：Exercise

O　　　　　　　　　　100

Fig．2．

　　　　　　200．
　　三一SWimmi・gtim・（・eC．）

Length　of　swimming　time．

300　　　　　　　　　400
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Tab1e4． Protein　content　in　ske1eta1musc1e　and1iver　of　rats（Mean±S．D．）．

Skeletal muscle Liver 
Grou pa 

(g) (gllg tissue) (g) (gllg organ) 

Low protein A O . 41 + O . 04 0.19+0 02 1 . 24+ O , 26 O . 16+ O . 02 

A' O . 42 + o . Oor O , 19+0 . O1 1.21+0.11 O . 17+ O . O1 

Middle B o , 55+ o , 03 O , 20 H- O , O1 1 . 66+0 . 15 0.19-hO O1 

protein B' o . 53+ o . 08 O . 20 + O . O1 1 . 71 + O . 23 0.19+0.01 

High protein C o . 55 H- o . 04 O . 20 H- O . O1 1074+ O , 20 O . 20+0 . O1 

c' o . 57+ o , 05 O , 20+ O . O1 1 , 96+ O . 16 O . 20+ O . O1 

a．see　the　footnote　of　Tab1e1．

食群で運動群の方がやや重い傾向にあったが，低

タソパク食群では逆であった。

　心臓重量は低タソパク食群が他の2群に比し軽

い傾向が，運動群が非運動群に比L重い傾向がみ

られ，体重比では低タソパク食群が他の2群より

わずかに重い傾向がみられたが，いずれも有意差

はなかった。

　脾臓および腎臓重量は測定値，体重比ともにタ

ソバク質摂取量の多いほど重い傾向にあったが，

有意差はなかった。

　副腎重量は低タソパク食群で他群に比して軽

く，運動群で非運動群に比して重い傾向がみられ

たが有意差はなかった。

　腎周囲脂肪組織重量は低タソパク食群が有意差

をもって他群よりも重かった。体重比で示すとさ

らに顕著にその傾向がみられた。運動による有意

な影響は認められなかった。

　腓腹筋重量は低タソパク食群が他群に比べ有意

に軽いことがみられた。運動群では低タソパク食

群でわずかに重い様子にあったが，中タソパク食

群，高タソバク食群では運動群と非運動群とでほ

とんど差は観察されなかった。

　腓腹筋および肝臓中タソパク質量を表4に示し

た。腓腹筋は筋1gあたりでは有意差は認められ

なかったが，総量としては低タソパク食群が他群

に比べ有意差をもって少なかった。肝臓では肝臓

1gあたりおよび総量ともに低タソパク食群が有

意差をもって他群より少なく，中タソパク食群，

Tab1e3． Weights　of　se▽era1organs，adipose　tissue　and　ske1eta1musc1e　of　rats（Mean±S，D．）．

Group乱

Liver

Heart

Sp1een

Kidney

Adrena1

Adipose　tissue

（9）

（弗）b

（9）

（％）

　（9）

（％）

　（9）

（％）

（mg）

（9）

（％）

Gastrocnemius　musc1e（9）

　　　　　　　　　　（％）

Low　protein

・・一　・’

7．40＋0，77

4．28＋0，49

0．75一トO．08

0．43一ト0，02

0．41＋O．03

0．24＋0，02

1．26一一0，19

0．72一ト0．06

42．O＋9，87

1．78一一0，80

0．99一ト0，34

2．14→一0，17

1I19」トO．05

7．15＋0，77

4．03＋0，36

0．77」ト0，08

0．43＋0，02

0I44」ト0，08

0．24＋0，03

1．16＋ト0，13

0．65一トO．05

44．4＋1，14

1．69一ト0，72

0．93一ト0，33

2．22一トO．23

1．25一トO．05

Midd1e　protein

B

7．98＋1，46

4．01＋O．23

0．85一一0，06

0．40一一0，04

0I55一一0，05

0．26一ト0，02

1．54＋O．！6

0．72一トO．05

69．4一←8，88

1．01一一〇．24

0．47＋0．10

2173一ト0，12

1．28±0，06

’B’

9．02＋1，17

4．21一一0，52

0．90＋トO．09

0．42＋0，03

0．62一ト0，05

0．29一トO．03

1159一一0，21

0．74＋0．03

79．4＋16，8

13．2一←0，31

0．61」トO．15

2．70一⊥0，31

1．26一ト0．07

High　protein

8．67＋0，75

4．10＋0，24

0．83一←0，06

0．39＋O．04

0．62一一〇．06

0．29一トO．03．

1．82一←0，07

0．86」ト0．05

72．4＋8，05

1．29一←0，31

0．61→←0，16

2．77」ト0，20

1．31→一〇．09

C’

9．60一ト0，92

4．40＋0119

0．89→一0，09

0．41一トO．02

0．68一一0，12

0．31一ト0，04

1．94＋0，24

0．89一←0．06

75．8一ト13．7

1．22一トO．24

0．56」ト0，11

2．76一ト0，29

1．27→一0．06

a：see　the　footnote　of　Tab1e1． b：percentage　to　body　weight．
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高タソバク食群の順で多くなっていた。

　3．実験動物の6日問の平均遊泳持続時間を図

2に示した。低タソパク食群，中タソパク食群，

高タソパク食群ともに運動群の方が遊泳持続時問

が長い傾向が観察され，三群の問では低タソパク

食群が他の2群に比べ長い傾向にあった。しかし

これらの問には有意差はなかった。

　遊泳持続時問と最も関係の深い因子を探るため

に，遊泳持続時間と他の測定値との相関を求めて

みた。有意な相関が得られたのは，心臓重量の体

重比（r＝0，360，P＜O．05）と遊泳持続時間測定

時の体重（r＝一0，413，P＜0．02）であった。

　考　察

　シロネズミの生活リズムはヒトと逆そあるが，

鈴木ユ7）らにより昼と夜に運動を別々にラットに負

荷したところ，両群の間にどのような差も見られ

なかったことが報告されているので，本実験にお

いては目中に運動訓練および持久力測定を行っ

た。また本実験では実験食中カゼイソ含量を低タ

ソパク食群5％，中タソパク食群20％，高タソパ

ク食群40％としたが，シロネズミーに最大成長をも

たらすのに必要なカゼイソのレベルは20％であ

り，肝臓，腎臓，脾臓，心臓などのタソパク質の

代謝回転は食餌タソパク質量の増加とともに速く

なり，25％以上ではほぼ一定になるという報告

］ユー12）からみて，20％カゼイソ食を標準，40％カ

ゼイソ食を過剰と考えた。

　本実験においてラッ上の体重増加は実験食飼育

4週目より低タソパク食群が中タソパク食群およ

び高タソパク食群に比べ，有意に減少したが，中一

タソパク食群と高タソパク食群との問ではほとん

ど差が認められなかった。これらのことは，村松

ユユー21）ら，および高橋20）らの報告と一致している。

一般に，運動群における体重増加は非運動群に比’

べ抑制されること9）ユ8），および運動を強いられた．

実験動物の食餌摂取量は減少することが広く報告

されている5）ユO）。今回の実験で運動群の問に体重・

の有意差はたかったが，これは各群あ食餌摂取量

を同じとしたこと，また本実験の遊泳訓練が有意

な体重差をもたらすに十分な強度でなかったこと

などが原因として考えられる。

　肝臓，腎臓重量はタソパク質レベルの高いほど

重い傾向が観察されたが，この点は既に報告され

ている結果2ユ）と一致する。

　秋葉2）は毎目5時問の過度な強制運動をラット

に負荷したところ，60目目頃より運動負荷による

心臓重量の体重比が増加し，0．54％から0．78％に

なったと報告しているが，本実験においては有意

差がみられなかった。これは運動負荷条件の相違

によるものと思われる。

　腎周囲脂肪組織重量は低タソパク食群が有意に

他群より重かったが，この原因としては食餌組成

からみて低タソパク食はすなわち高デソプソ食で

あったことがあげられる。また低タソパク食群が

他群に比べ遊泳持続時問が長い傾向がみられた

が，体脂肪量の多いことが遊泳運動にとって有利

であったことが考えられる。運動時には脂肪酸の

酸化が促進され脂肪組織重量が減少することが既

に報告されているがユ3■’4），低タソパク食群と高

タソパク食群においてはわずかに運動群と非運動

群との問にその傾向をみたが，中タソパク食群で

は逆の結果であり，運動による有意な影響はみら

れなかった。今回ラットに一負荷した遊泳運動が脂

肪組織重量の変動をひき起こすのに不十分であっ

たことが考えられる。

　本実験において，非運動群に比べ運動群に遊泳

持続時問が延長する傾向を観察し，運動訓練の効

果が三群ともに認められた。三また各食餌群におい

ては低タィパク食群に他群より長い遊泳持続時間

が見られ，合志の報告とほぼ一致する結果となっ

た。各測定項目と遊泳持続時問との相関を検討し

た結果，心臓重量の体重比との問に有意な正の相

関がみられ，また遊泳持久カテスト時の体重との

問に有意な負の相関があり，体重の軽いほど持続

時間が長いという結果が得られたが，これは体重

に応じた錘りを負荷していることにも原因がある

と考えられる。低タソパク食群が他群に比べ遊泳

持続時間が長い傾向がみられたが，これに結びつ

けられる結果としては，体脂肪量g多かったこ

と，体重が軽く錘りの負荷も軽かったこと，心臓

の体重比が他群よりやや大であったことがあげら

れる。

　本実験の結果を総括的に判断すれば，極端に劣
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った項目の少ない中タソパク食が適当であること

が推察される。S1onaker19）および中川15）もラッ

トの成長，健康度，寿命などを考えて，それぞれ

14％カゼイソ食，18％カゼイソ食が適切であろう

と提唱している。

　本実験では測定項目として組織タソパク質定量

を除いてはすべて形態的追求のみに終った。本実

験の結果をさらに信頼性の高いものにするために

は形態的変化の追求のみに終らず，運動時のエネ

ルギー代謝と関連して，肝臓，腓腹筋におけるグ

リコーゲソの動向，肝臓，脂肪組織における脂質

代謝の動向をも併せて追求する必要があり，また

タソパク質代謝を研究する時にはエネルギー源供

給条件をも組み合せて考えていく必要があると思

われる。一方遊泳運動の場合に体重に応じた錘り

を負荷することの是非も再検討しなけれぼならな

いと思う。

　要　約

　30匹の雌ラットを低タソパク食群（5％カゼイ

ソ），中タソパク食群（20％カゼイソ），高タソパ

ク食群40％カゼイ1■）の3群に分け，これら各

群をさらに非運動群と運動群に分けた。平均体重

および遊泳能力は各群間でほとんど同じになるよ

うにした。運動群には1日20分の遊泳運動を隔日

に60目間負荷した。非運動群はその間安静状態に

おいた。そして続く61日目より66日まで連続6日

間1目1回の遊泳持久カテストを全群のラットに

行った。なお，遊泳運動訓練時および遊泳持久

カテスト時に体重の8％に相当する錘りをラット

に付けて遊泳させた。体重は66目間通して測定

した。ラットは67目目に殺し，体長，脛骨長，諸

臓器，腎周囲脂肪組織および腓腹筋重量を測定し

た。また肝臓および腓腹筋中タソパク質量も定量

した。

　実験食飼育開始後4週目より5％群が他群に比

べ体重増加が有意に小さかった。運動群と非運動

群では有意差はなかった。脛骨長は低タソパク食

群が他群に比べ有意に短かかったが，運動群と非

運動群とでは有意な差はみられなかった。体長は

タソパク質レベルの高い順で長い傾向がみられた

が，各群問で有意な差は認められなかった。体長

と脛骨長との相関係数は，非運動群で0，755，運

動群O．719でありともに有意であった。’

　肝臓重量は低タソパク・非運動群と高タソパク

　非運動群とで，また低タソパク・運動群と高タ

ソパク・運動群とで，いずれも後者が有意に重か

った。

　心臓，脾臓，腎臓および副腎重量はタソバク質

摂取量の多い程重い傾向にあったが，いずれも各

群問に有意差をみなかった。

　腓腹筋重量は低タソバク食群が他群に比べ有意

に軽かったが，腎周囲脂肪組織重量では逆に低タ

ソパク食群が有意に重かった。運動による有意な

差はいずれにおいてもみられなかった。

　腓腹筋，肝臓中タソパク質量はともに低タソパ

ク食群が他群に比べ有意に低かった。

　平均遊泳持続時問は各群ともに非運動群に比べ

運動群に長い傾向がみられた。また低タソパク食

群が他の2群に比べ長い傾向にあった。

　測定項目と遊泳持続時問との相関では，心臓重

量の体重比との問で正の相関を，および遊泳持続

時問測定時の体重との問で負の相関をいずれも有

意に認めた。他の測定項目においては有意な相関

はみられなかった。
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