筑波大学体育科学系紀要

Bun．Hea1th＆Sports

Sciences，Univ．of

Tsukuba11：275−282．1988．

ラット下腿筋の代償性肥大にともなう骨格筋タンパク質の変化
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る全組織が採取でき，who1emusc1eとしての分析

言

ボディービルダーのよく発達した四肢やマラソ

が可能であるといった利点によるところが大きい

ンランナーの優れた持久性などに示されるよう
に，骨格筋は種々の負荷に対し合目的的な変化が

と思われる。しかし問題点としては強度の高い運
動を白発的に行わせ難いことが挙げられ，そこで

可能な極めて適応力に富んだ組織である。

協同筋を切除し残存する筋に肥大を生じさせる，

運動などの外的刺激により生じる筋の肥大に関
して，組織化学的7〕

3），生化学的

8〕，生理学的28〕観

点からその変化の様相およびそれらから類推され

いわゆる代償性肥大が過負荷のモデルとして主に

用いられてきた。この方法は交叉神経支配や電気
刺激実験とは異なり，筋を支配する神経の正常な

る肥大のメカニズムについて数多くの報告がなさ

機能を阻害することなく肥大による組織内変化を

れてきた。Morpurgo20〕に端を発するこの分野の

検討することができるという点で優れたモデルで

研究ではヒトと比べ動物がその実験材料として用

あり，各方面からのアプローチがなされてき

いられることが多い傾向にあり，これは対象とす

た6）13〕28〕。しかしながら分子レベルから筋タンパ
ク質の動態について明らかにしたもの2〕21〕は少な

＊筑波大学研究生

く，またそれらの何れの報告も各分子種の分布を
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定量化しているわけではない。

Oxidative（SO），

Fast−twitch，

Oxidative，

そこで本研究は代償性肥大筋における変化を，

G1yco1ytic（FOG），Fast−twitch，G1yco1ytic（FG）線

組織化学的手法からは筋線維構成比および筋線維

維に類別し，筋線維構成比および筋線維横断面積

横断面積について，二次元電気泳動法からは収縮

を算出した。

特性と関連の深いミオシン軽鎖の分子種の分布に
ついて定量的に検討することを目的とした。

W）の8Mグアニジン抽出液でホモジネイトし，

筋タンパク質を分析するために，筋を40倍（V／
得られた抽出液を一次元目を等電点電気泳動，二

II 実験方法
1．被検動物および実験プロトコール

次元目をSodium

dodecy1e

su1fate一ポリアクリル

実験にはWistar系雄ラット7匹を用い，体重

Hirabayashi1o〕の方法にしたがって行った。クー

アミドゲル電気泳動とする二次元電気泳動を

が約200g（196〜259g）までに成長した時点で次の

マジーブリリアントブルーによって染色したタン
パク質の泳動パターンから，画像解析装置（NEC

手順により協同筋切除の手術を行った。まず工一
テルで麻酔後下腿背部をメスで切開し，足底筋に

杜製PC−8001MK

外傷を与えないように注意して腓摩筋の腱を足底
に近いところで切断，そのままピンセットで筋を

製写楽）を用いミオシン軽鎖（LC）の各分子種を
定量した。なお各タンパク質は，Pette子5〕および

はがすようにして数㎜切除した。各個体とも左右

Hirabayashim）の報告に基づき同定した。

交互に片脚のみにこの手術を行い，これを実験側

II，日本ピーシーシステムズ社

成績の有意性の判定には，Studentのt−testを

（Exp）とした。残された片脚を対照側（Cont）

用い，5％および1％以下の危険率を有意水準と

とし，こちらには皮膚をメスで切開するところま

した。

では実験側と同様の擬手術を施した。術後90日に
足底筋を摘出し，組織化学的・電気泳動学的分析

m

を施した。

1．筋重量，筋線維横断面積および筋線維構成

なお温度22±2℃，湿度60±5％に常時維持し

実験結果

比
表1に筋重量および筋線維横断面積を示した。

た飼育室において，一台の回転ケージに2匹ずつ

筋重量は対照側に比し実験側で29．5％の高値が認

のラットを飼育した。また水と飼料（オリエンタ
ル固形飼料MF）は24時問自由摂取とした。
2．組織化学的および電気泳動学的分析
摘出した筋は，秤量後，筋腹付近を厚さ数㎜に
横断し液体窒素で冷却したイソペンタン中で急速
凍結，クリオスタット（一20℃）により厚さ10μm

められた（p＜0．01）。また筋線維横断面積につい

ても実験側の全てのタイプの筋線維おいて高い傾
向がみられ，その肥大率は，SO線維で35．4％（p＜
0．01），FOG線維で30．2％（p＜O．01）であり，そ

れらは筋重量のそれとほぼ同様の値であった。

の連続横断切片を作製した。それらにMyosin

図1にはNADH−tetrazo1iumreductase染色

ATPase染色（preincubationpH1O．3）23〕，およ

を施した切片の顕微鏡写真を示した。実験側（A）

びNADH−tetrazo1ium

では他の筋線維と比べ極めて小さいものがみら

reductaミe染色22〕を施し，

得られた標本の顕微鏡写真からPetereta1．24〕の

れ，そのような筋線維の比率は全体の約3％で

分類にしたがい筋線維をS1ow−twitch，

あった。またMaier

Table1

Effects
Musc1e

Group

of
wet

overloading

on

musc1e

wet

Musc1e

weight

weight
fiber

and

a1．19）は，活動量の増加し

musc1e

fiber

area．

area（μ㎡）

n
SO

FOG

2605．O＝ヒ302．3

2564．3一ヒ378．9

3527．5＝ヒ852．4＊＊

3339．4一ヒ184．5＊＊

（㎎）
Cont．

Exp．

the

et

460．4±45．6

596．4±81．1＊＊
（129．5）

Values

are

va1ues

to

means±S．D．The

numbers

in

parentheses

siginificant

3868．9＝ヒ598．3

（130．2）

（135．4）

contro1ones、＊＊denotes

FG
3325．3一ヒ931．0

are

（116．3）

percentage

defferences

from

of

experimental

contro1at0，011eveL
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Fig．1

Photomicrographs
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experimen壬a1（A）and
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for

contro1（B）musc1es．Marked1y

NADH

sman

tetrazolium

fibers

experimenta11eg（arrows）、These were no differences in
experimenta1and contro1musc1es．Ca1ibration bar＝100μm．

were

fiber
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in

observed

in

shapes

between

た筋では正常な筋には存在しない膨脹し丸い形を

これらのスポットを定量化した結果を重量比で

した筋線維がみられるようになると報告している

表2に示した。実験側では対照側と比較して，
LClsおよびLC2sで高値（p＜O．01）が，LC2fお

が，実験側と対照側でその形状に顕著な差異は認

よびLC3fに低値（p＜0．05およびO．01）が認めら

められなかった。

図2に筋線維構成比を示した。対照側ではS0

れた。表3にはfasta1ka1iLC（LClf，LC3f）に

6．8％，FOG62．6％，FG30．6％であったのに対

対するLC3fのモル比およびfast

し，実験側ではS011．5％，FOG65．6％，FG
22．9％であり，SOおよびFG線維に有意な差異

b1e，

が認められた。

aIka1i

2．ミオシン軽鎖の分子種の分布
図3に二次元電気泳動によって分画された対照

phosphory1ata−

5，5−dithiobis一（2−nitrobenzoic

acid）一

dissociated（DTNB）LC（LC2f）に対するfast
LC（LClf，LC3f）のモル比を示した。各

LCの分子量は，Pette

and

Schnez27〕がラビットの

骨格筋において報告したもの（LCls−23000，LClf−

側における筋タンパク質の泳動パターンを示し
た。ミオシン軽鎖（LC）の分子種の分布について

22300，LC2s−18500，LC2f−18400，LC3f−16000）に

みると，この筋ではfasttype

実験側で有意な低値が示された。

LC（LClf，LC2f，

したがった。両パラメーターともに対照側に比し

LC3f）の占有率が高くs1ow type LC（LCls，
LC2s）はわずかに検出されたにすぎなかった。

0H
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囮FG
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＊＊︶
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＿278一

Tab1e2
Group

Effects of over1oading
chain isozymes

n

LC1s

Cont．

LC1f

2，0±O．9

Exp．

34．2±8．1

12．0±3．4＊＊

Values

are

on

36．3±8．8

means±S．D．＊and＊＊denote

relative

distribution

LC2f

LC2s
O．1ニヒO．3

of

LC3f

50．4±4，6

4．9＝ヒ3．5＊＊

significant

43．O＝ヒ6．4＊

differences

myosin1ight

（％〕

13．3±7．6
3．8±ヒ3．7＊＊

from

control

at

0．05and0，011avels，respecti▽e1y．

Tab1e3

Effects

of

overloading

on

mo1ar

ratio of LC3f：LClf＋LC3f
LC1f＋LC3f：LC2f．

Group

and

LC3f

LClf＋LC3f

LClf＋LC3f

LC2f

では変性過程にあるとみられる丸く膨脹した筋線
9）が報告されており，表1にみ
られるこのような変化は必ずしも生理的な適応を

維がみられること

反映するとは限らない。しかしながら本研究で
は，水分含有量が正常な筋線維のレベルに回復し

n

ていると思われるユ1〕術後90日のものについて検討

Cont．

0．38±O．11

0．90±0．08

したこと，さらに図1に示されるように実験側に

Exp．

O．13±O．12＊＊

O．82±O．12＊

おける筋線維の形状に異常がみられないことなど

Values

are

significant

and

means±S．D．＊and
differences

from

＊＊denote

control

at

O．05

O，01Ieve1s，respectively．

から，足底筋におけるSOおよびFOG線維の肥
大は細胞内構成要素の構築を示すものであると思
われる。したがって腓腹筋を切除することによっ

て残存の協同筋は，その機能を代償するために速

IV 考
察
ウェイトトレーニングのような最大に近い筋力

を発揮する運動を行うことにより筋は肥大する
が15〕，持久性トレーニングでは同様の適応がみら

れない14〕ことが明らかになっており，筋のmaSS
の増大に関して，それ以下では変化が生じない運

筋線維をも変化させるほど高い張力を発揮するも

のと考えられる。このような作業性の筋線維肥大
について勝田12）は，細胞内の特定の要素のみが特

異的に合成されるのではなくバランスのとれた発
達が促されることを電子顕微鏡を用いた研究から
定量的に裏付けている。

動強度の閾値が存在すると考えられる。さらにそ

筋の肥大は，筋線維の増殖（musc1efiberhyper−

の閾値を超えた強度であっても，そこでの相対的
運動強度の違いにより各々の筋線維タイプに及ぼ

p1asia）ではなく個々の筋線維の肥大（musc1e

す影響は異なることをGonyea7〕がネコにウェイ

Morpurgo刎）の報告以来広く認められているもの
の，その一方で増殖説も古くから唱えられている。

トトレーニングを負荷した研究から報告してい
る。それによると！㎏以上の重量を前腕でLifting

fiberhypertrophy）に起因することが，1897年の

1962年にVan

Linge36〕が，次いで1970年に

することができた群ではFGおよびFOG線維

Edgerton4〕が運動をさせたラットにおいて他と比

に，できなかった群ではSO線維に主として肥大
がみられたとしている。また遅筋線維に対する速
筋線維の面積比（FT／STarearatio）が，一流ウェ
イトリフターにおいて他の運動選手と比べ著しく

べ著しく小さい筋線維が観察されたことから，増
殖を示唆しそのメカニズムとして筋線維の縦裂

高い（1．76）ことを認めたTeschandKar1sson88〕
の報告はこれを支持するものである。

近い部位で高い頻度で発生することを観察してい

実験側では筋重量およびSO，FOG線維の筋線
維横断面積に増大が認められたが（表1），術後極
めて早期に起こる筋重量の増大は，炎症性の浮腫
による水分含有量の増大に起因すること1〕，また
電気刺激などにより慢性的な収縮を強いられた筋

（sp1itti｛g）を提唱している。さらにVaughan
and

Go1dspink37）は，そのような現象は停止部に

るが，これらは何れも組織化学的な切片からの報
告である。

本研究においても実験側のみに横断面積め小さ
い筋線維がみられたが（図1），これらについて
Gonyea andSa1e8）は，縦裂により生じたものでは

なく壊死や単細胞の浸潤などの変性過程のもので

一279一
あるとしている。またGo11nick

et

a1．6〕は羽状筋で

は，変化しないばかりかむしろ減少の方向へ移動

は横断切片中の筋線維数は筋全体の総数を反映し
ないことを，さらにTimsoneta1．35〕は筋の長軸方

することが認められているユ7〕34〕。

向に筋線維が比較的並行に走行しているヒラメ筋

に示されるように高強度トレーニングと類似した

しかしながら，代償性肥大筋では筋線維の肥大

であっても，横断切片を作製する部位により（筋

適応と同時に，それらでは起こり難いと考えられ

腹付近かあるいは腱に近いところか）その中に含
まれる筋線維数は大きく異なることを指摘してお
り，組織化学的な横断切片から筋線維数の変化に

など持久トレーニングの特徴とされる変化もみら

れた（図2および表2）。この条件下では筋線維に

ついて検討することには限界があると考えられて

増殖が生じないとする先行研究6〕35〕および図1に

いる。

みられる変性過程にあると思われる筋線維の割合

このような見地に立ちGo11nicketa1．6〕は，硝酸

消化法を用いて，ラットに協同筋の切除に加え走
トレーニングを行わせるという極めて過酷な負荷
を与えても筋線維数は変化しないことを報告して

いる。一方増殖説を強く支持するGonyeaは，そ
れ以前の組織化学的手法からの自らの結果7〕が先
に述べた理由によるアーチファクトに起因してい
るとの指摘6〕に対し，Go11nick

et

a1．6〕と同様な方

法（硝酸消化法）で筋線維数をカウントし，ウェ

るSO線維およびs1ow

type

LCの占有率の増加

は極めて低い（約3％）ことから，このような変
化は腓腹筋の切除により足底筋の収縮様式が相動

性から緊張性へと変化し活動量が増した結果，速

筋線維内でs1ow

typeミオシンの合成が促進され

遅筋線維へと移行したことに主として起因するも
のと考えられる。このs1ow
らに表3に示されるfast

type

LCの増加，さ

LCに占め
るLClfの増加は，収縮速度に減少がみられたと
するRoy

et

type

a1ka1i

a1．29〕の生理学的データと一致する。

イトトレーニングを負荷したネコの構側手根屈筋

またsIow

で筋線維数が約9％増加したことを認めてい
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の理由から，モル比の算出にラビットのLCの分

線維の増加およびFG線維の減少が認められ
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唆し，PetteandSchnez26〕およびStaroneta1．31〕
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