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ラット内側腓腹筋における異なる部位の
形態的・組織化学的適応変化
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Abstract
Rat medial gastrocnemius (MG) muscle is a compartmentalized muscle: two extramuscular nerve branches
innervate proximal or distal compartments. The purpose of this study was to investigate adaptive responses of
different compartments on the rat MG muscle in the early phase of skeletal muscle atrophy caused by one-week
cast-immobilization. Cross sectional area (CSA) of each typed fiber in individual compartments were determined.
CSA of each typed fiber in both compartments were decreased by cast-immobilization. CSA of type IIa and IId
fibers in the proximal compartment were more atrophied in the distal compartment.
These results suggested that the degree of atrophy for each typed muscle fiber between different compartments was not similar in the early phase of atrophy caused by cast-immobilization.

Ⅰ

緒

いる。これまで固定による萎縮率に関しては，速筋線

言

維に比べて遅筋線維で高いとする報告が多い 12）。これ

ラット内側腓腹筋には２本の運動神経枝が入り込み，

らの理由としては，遅筋は速筋に比べて姿勢維持など

それぞれの神経枝は筋内の異なる部位の筋線維を支配

持続的に収縮活動を行っているため，不活動の影響を

している。また，それらの部位は組織化学的特性や

より強く受けるためと考えられている 9）。

生理学的特性も異なると報告されている

4，5，6，13）

。先に

内側腓腹筋は典型的な速筋であるが，前述した神経

我々はこれらの異なる部位の適応変化を観察するため

由来で部位を分けた場合に，近位部では遅筋線維がみ

に，ラットに持久性運動を負荷し，両部位における筋

られるが遠位部にはみられない。さらに，これらの部

線維の組織化学的適応変化を調べた。その結果，走運

位では運動に対する適応変化も異なる 11）。これらのこ

動に対する適応は，組織化学的に同タイプの筋線維で

とから，固定等の不活動に対する筋萎縮の変化も，内

あっても，存在する部位の違いにより，その適応変化

側腓腹筋の近位と遠位の両部位間では異なることが推

11）

が異なることが観察された 。

測される。

実験動物に対する後肢の固定は，筋を不活動状態に

そこで，本研究では不活動に対する内側腓腹筋にお

して筋萎縮を引き起こす。下肢のギプス固定は後肢懸

ける異なる部位での組織化学的筋線維タイプの適応変

垂とならび筋萎縮モデルとして広範な研究がなされて

化を明らかにすることを目的とした。今回は，下肢の
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ギプス固定を用いて，筋萎縮の顕著な不活動初期の変

筋横断面積は，全群間の差を二要因（実験条件×部位）

化を検討した。

の分散分析にて検定した。それぞれの分散分析では，
主効果が有意となった場合の多重比較と交互作用が有

Ⅱ

方

意となった場合の単純主効果の検定における多重比較
に，統計量を t 値とする Ryan 法を用いた。全ての検定

法

本実験の手順および実験動物の取り扱いについては

において有意水準は 5 %（p<0.05）とした 10）。

「実験動物の飼育および保管等に関する基準」8）に沿っ
て行った。

Ⅲ

実験動物として14週齢の Fischer 344 系雌ラットを用

結

果

い，飼育は室温 22 ± １ ℃，湿度 60 ± 5 ％，昼夜逆転 12

1.

時間の明暗サイクルの環境下にて一週間の予備飼育を
行った。飼料は固形飼料 CE-2（日本クレア株式会社）

体重および組織重量の変化
Table 1 に各群の体重，筋重量および相対的筋重量を

示した。一週間の不活動後，体重と筋重量は不活動開

を用い，飲水ともに 24 時間自由摂取とした。予備飼育

始前および同週齢の対照群に比べてそれぞれ有意に低

後の 15 週齢時に，群間の体重の平均が等しくなるよう

い値を示した。相対的筋重量は不活動により低値を示

に 15 週齢対照群，16 週齢対照群および 16 週齢固定群
の 3 群（各群 n=5）に分けた。

したが，同週齢の対照群との間で有意差は認められな
かった。

ギプス群には Booth と Kelseo3） の方法に従い，一週
間の後肢の固定を行った。後肢の固定は，ペントバル
ビタール麻酔下（50 mg/kg）にて，弛緩した状態で後

2.

肢の膝関節と足関節に包帯式ギプス（スコットキャス

週間後の近位部の筋線維横断面積は，いずれのタイプ

ト：3M 社）を用いて行った。対照群には固定群と同

（I，IIa，IIb，IId）の筋線維も，不活動開始前および同

様に麻酔を施しただけで，後は通常飼育を行った。固

週齢の対照群に比べて有意に低値を示した。遠位部の
タイプ IIb と IId の筋線維横断面積は，不活動一週間後

定開始前の15週齢時に15週齢対照群を，固定一週間後
の 16 週齢時に 16 週齢対照群と 16 週齢固定群を断頭屠
殺し MG を摘出した（Fig. 1）
。摘出した筋は冷却した

筋線維横断面積の変化
Table 2 に各群の筋線維横断面積を示した。不活動一

タイプ IIb 線維のみが有意に低値を示した。

イソペンタン中にて急速凍結し，分析まで -80 ℃で冷
凍保存した。
その後，MG の筋長軸の中央部より連続横断切片を
作成し，組織染色を行った。染色は，連続切片に pH4.6

Table 1.

Body weight, muscle weight and relative muscle
weight in each group

染色を施し，筋線維の分析は，我々の先の報告 11）に従
い，MG の神経由来の近位と遠位部にあたる部位につ
いて行った。筋線維のタイプ分類は，Gorza7）の方法に
従い I，IIA，IID および IIB に分類した。
各測定値は群ごとに平均値，標準偏差を求め，統計
学的な検定を行った。体重，筋重量では，一要因の分

Control

Control

Casted

Body weight (g)

170±4

166±4

142±2ab

MG weight (mg)

337±7

331±5

263±10ab

Relative MG weight
(mg/100g B.W.)

198±3

200±8

186±6

Values are mean ±S.E. MG: Medical gastrochemius muscle
a; Significantly different from the 15wk-control group (p<0.05)
b; Significantly different from the 16wk-control group (p<0.05)

散分析にて検定し，有意な差が見られた場合には統計
量を t 値とする Ryan 法を用いた。筋線維タイプごとの

Table 2.

Cross-sectional area in each typed fiber of medial
gastrocnemius muscle

Fischer 344 female rat; 15 wk of age
Group; 15wk-control group
16wk-contorol and 16wk-casted groups
Life time (wk)
14

16 weeks

15 weeks

15

16

15wk-control

16wk-control

Control

Control

Casted

Type I fiber

1728±76

1677±132

1205±145ab

Type IIa fiber

1397±69

1362±25

1075±87ab

Type IId fiber

1596±54

1558±43

1165±104ab

Type IIb fiber

1839±99

1860±100

1226±102ab

Type IId fiber

1453±67

1462±117

1138±179

Type IIb fiber

2620±126

2816±205

1992±263ab

Proximal portion

Pre-breeding

16wk-casted

Proximal portion

Measurement
Fiber identification: Myosin ATP ase stainig (pH4.6, 10.2)
Type I, IIa, IId, IIb
(Cross-sectional area )

Fig. 1.

16 weeks

15 weeks

と pH10.2 のプレインキュベーションを用いた ATPase

Values are mean ±S.E.
a; Significantly different from the 15wk-control group (p<0.05)
b; Significantly different from the 16wk-control group (p<0.05)

Experimental schedule
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Ⅳ

考

を変えたさらなる研究が必要であると考えらえた。

察

本研究では不活動に対する内側腓腹筋における異な
る部位での筋線維の適応変化を調べた。その結果，遠
位部のタイプ IId を除く両部位のいずれのタイプの筋

本研究は，文部科学省の研究費
（基盤研究 C22500660：
代表者

鈴木英樹）により行われた。

線維も萎縮が観察された。

Ⅴ

本研究における固定群の筋重量は，同週齢の対照群
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あり，同じタイプの筋線維でも局在する部位に萎縮の
程度は依存している可能性が考えられた。
以上のことから，不活動に対する内側腓腹筋の筋線
維の応答は部位によって異なることが示唆された。し
かしながら，本研究の固定期間は一週間と短く，さら
に固定期間を延長した場合，その応答も部位によって
変わることも考えられる。今後，固定期間，固定方法
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（2011 年 9 月 16 日受理）

