
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
マウス咬筋及び前脛骨筋の出生後における筋線維特性の

変化

Author(s) 五条, 和郎; 阿部, 伸一; 井出, 吉信

Journal 歯科学報, 102(7): 620-627

URL http://hdl.handle.net/10130/609

Right



緒 言

ミオシン重鎖（MHC）は，筋構成蛋白のうち，

最も重要な構成要素である１）２）。MHCの isoform

は９種類（MHCemb，MHCneo，MHC－１／β，MHC
－２ａ，MHC－２ｂ，MHC－２ｄ，MHCeo，MHCm

and MHC－α）存在し２），各々電気泳動にて分離さ
れている３）。MHC－βはMHC－１またはMHC－
slow と呼ばれ，心筋及び遅筋に発現する４）。成獣

の速筋にはMHC－２ａ，MHC－２ｂとMHC－２

ｄの３種が報告されている２）４）。各筋を構成する

isoform は機能の変化のみならず成長発育時にも

変化する２）。

MHC isoform による筋線維の分類は筋肉の分

別，分化，成長および特性の研究のために不可欠

である１）２）。しかし，ほとんどの実験が四肢筋また

は in vitro の実験であり，鰓弓由来の筋を対象に

しているものは少ない。鰓弓筋群は咀嚼，嚥下等

の生物活動に欠く事のできない機能を担ってい

る５）。哺乳類は発育期に吸啜から咀嚼への変化が

存在することから，鰓弓筋の咬筋に生後の機能変
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抄 録：発生発育段階における筋の成熟は筋構成蛋白と関連があるとされている。マウスの咬筋は
速筋として分類されてきた。しかしながら，咬筋の発生由来や機能は四肢の速筋と異なっている。
そこで我々は四肢における速筋の代表である前脛骨筋と咬筋について，生後発育時期におけるミオ
シン重鎖 isoformの構成比の差異を明らかにした。出生直後では，多くの抗遅筋型ミオシン重鎖抗
体陽性の筋線維が咬筋及び前脛骨筋に観察され，成獣の両筋では抗速筋型ミオシン重鎖抗体陽性の
筋線維のみで構成されていた。しかしながら，ミオシン重鎖を構成する各 isoformの変化を両筋で
比較すると，咬筋では出生直後MHC－２ａとMHC－２ｄの発現がみられ，MHC－２ｂは発現して
いなかったが，生後２１日目からMHC－２ｂの発現が見られた。マウスの離乳期は生後２から３週
で，MHC－２ｂの発現は離乳時期と一致していた。一方，前脛骨筋にはこのような変化は認められ
なかった。この結果より，吸啜から咀嚼への機能の変化とMHC isoformの構成変化に何らかの関
係があることが示唆された。

キーワード：成長，咬筋，ミオシン重鎖
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化に応じた筋線維の変化があると予想される。

そこで，咬筋を対象に，myosin heavy chain

蛋白質及び遺伝子の生後発育期における分化，変

移を特に成獣型 isoform について検索した。同時

に，咬筋同様に速筋になるとされている四肢筋の

前脛骨筋と比較をした。

研究材料および方法

１．材料

出生直後，生後３日齢，７日齢，１４日齢，２１日

齢及び成獣の ICR系マウスを実験に供した。東

京歯科大学実験動物指針に基づき，ペントバルビ

タールで深麻酔を行い屠殺した。咬筋および前脛

骨筋を摘出し，各試料を直ちに液体窒素で凍結し

た。試料は使用時まで－８０℃のイソペンタン液中

で保存した。

２．免疫染色

クリオスタットを用いて筋線維に直交する面で

１０µm厚の連続凍結切片を作成した。得られた切
片をNovocastra Laboratories Co．（Newcastle．

UK）製マウスモノクローナル抗myosin heavy

chain slow 抗体（以下抗MHCs 抗体）およびマウ

スモノクローナル抗myosin heavy chain fast 抗

体（以下抗MHCf 抗体）にて反応させた。２次抗

体にはFITC標識ヤギ抗マウス IgG 抗体を用い

発色させた。撮影には共焦点レーザー顕微鏡

（MRC－１０２４／２P；Nippon Bio－Rad Lab. To-

kyo. Japan）を用いた。

３．電気泳動

Talmandge ら６）の論文に従い，筋構成蛋白を電

気泳動法で分離した。まず，ブラッドフォード法

に基づきBio－Rad Protein Assay（Bio－Rad）と

Gene Quantpro spectrophotometer（Amersham

Pharmacia Biotech Inc., Piscataway, NJ）にて各

サンプルの蛋白量を０．１２５mg/ml にした後，低温

実験室内（６℃）で３６時間電気泳動を行った。ゲル

はCoomassie Blue R－２５０にて染色し，Lane Ana-

lyzer for the Macintosh（ATTO, Tokyo, Japan）

にて解析を行った。

４．Reverse Transcription PCR

各試料よりグアニジン抽出法にてRNAを抽出

した。逆転写反応はAmersham Pharmacia Bi-

otech Inc., 製（Piscataway, NJ）First－strand cDNA

kit にて作製した。ミオシン重鎖の isoform とグ

リセルアルデヒド３－リン酸脱水素酵素（GAPDH）

の 特 異 的 プライマーはPrimer Express（PE Bio-

system, CA, USA）を用いて設計した。MHC－２ａ

（５’primer，５’－AAGCGAAGAGTAAGGCTGTC

－３’；３’primer，５’GTGATTGCTTGCAAAG-

GAAC －３’），MHC－２b（５’primer ，５’－

ACAAGCTGCTGCGGGTGAAGAGC－３’；３’

primer，５’－CAGGACAGTGACAAAGAACG－

３’），MHC－２ｄ（５’primer，５’－CCAAGTGCAG-

GAAAGTGACC－３’；３’primer，５’－CCAAGG-

GCCTGAATGAGGAG－３’），MHC－１／β（５’
primer，５’－CCAAGGGCCTGAATGAGGAG－

３’；３’primer，５’－GCAAACACATCTTGCA-

GAGGAAGG－３’）。

合成した cDNA２µ１に１５pmolの各プライマー
と２UのTaq polymerase を加え総量５０µl の反応
液を作製した。増幅反応は熱変性９４℃３０秒，ア

ニーリング５８℃３０秒，伸展反応７２℃３０秒を３０サイ

クル行った。PCR fragments は２％アガロース

ゲルで電気泳動させた後 ethidium bromide にて

染色した。発現量の計測はGAPDHの発現量と

比較しATTO Lane Analyzer for the Macintosh

にて解析した。

結 果

１．免疫染色

出生直後から成獣までの咬筋の染色像を示した

（図１）。各日齢において，抗MHCf 抗体陽性線

維，抗MHCs 抗体陽性線維，両抗体に陽性反応

を示す線維の３種の線維が検出された。抗MHCf

抗体陽性線維は経時的に増加傾向が見られ，それ

に対し抗MHCs 抗体陽性線維，両抗体に陽性反

応を示す線維の２種の線維は減少する傾向であっ

た。

出生直後の咬筋（図１ａ，ｂ）は，下顎骨に沿っ
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た部位では３種の線維の数がほぼ同数かまたは，

抗MHCf 抗体陽性線維がやや多かった。線維中

央部の染色性が低く，管状の形態を呈しているも

のと，管状の線維よりも小型で，管状の線維の周囲

に集まる線維を観察できた。これらの線維は筋束

を形成していた。管状の線維は抗MHCs 抗体に

陽性反応である傾向が高かった。これらの管状の

細胞は哺乳類の幼若な筋組織に観察可能ないわゆ

る rosseter pattern 様構造を呈していた。

３日齢（図１ｃ，ｄ）の咬筋においては，抗

MHCs 抗体に陽性の反応を示す線維は出生直後

に比較して減少していた。管状の筋線維は出生直

後で見られたように抗MHCs 抗体には反応しな

かった。線維の形態はいまだ不均一で線維の大小

の不同があった。rosseter pattern 様構造は観察

されなかった。

７日齢（図１ｅ，ｆ）になるとさらに抗MHCs

抗体に陽性の反応を示す線維は減少していた。管

構造をとる線維は見る事が出来ず，形態的にもほ

ぼ均整がみられた。

１４日齢（図１ｇ，ｈ）になると咬筋の筋線維は，

成熟した筋組織で見られるような多角形の形態を

取りいわゆるコーンハイム野を形成し，周鞘で覆

われていた。胎生期に形成されている筋紡錘が初

めて観察され，錘内線維を観察，分類できた。ま

た周鞘辺縁に錘内線維と同程度の大きさの線維を

Fig.１ Serial cross sections of masseter muscle were immunohistochemically stained with anti－MHCs or anti－
MHCf antibodies. Newbom :（a, b）, 3－day－old（c, d）, 7－day－old（e, f）, 14－day－old（g, h）21－day－old
（i, j）, 1－year－old（k, l）a, c, e, g, i, k : anti－MHCf, b, d, f, h, j, l : anti－MHCs, Bars ; 100 µm, arrow :
anti－MHCs－positive fiber, double arrow : both anti－MHCf and anti－MHCs－positive fiber.
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認めた。この線維は他の筋線維よりも小型で抗

MHCs 抗体に反応した。

２１日齢では（図１ｉ，ｊ），筋束内の線維はすべ

て１４日齢同様に成熟した形態を取り抗MHCf 抗

体にのみ陽性な線維であった。抗MHCs 抗体陽

性線維および両抗体に陽性な線維は周鞘内に見る

事ができた。これらの線維は１４日齢で見られたの

と同様，筋束内の線維に比べ小型で形態も不均一

であったので筋衛星細胞と考えられた。

成獣咬筋では，ごく少数の抗MHCs 抗体陽性

細胞が観察された。（Fig.１．k，l）．筋線維の形

態は２１日齢と差異がなかった。

一方，マウスの前脛骨筋は，１日齢では抗

MHCs 抗体陽性の線維と抗MHCf 抗体陽性線維

が存在した。また，両抗体に陽性な線維も少数見

られた。７日齢になると，それまで多く存在した

抗MHCs 抗体陽性の線維は消失しており，抗

MHCf 抗体陽性線維が多くを占めた。両方の抗体

に陽性の線維はそのままだった。１４日齢と成獣の

前脛骨筋は抗MHCf 抗体陽性の線維のみから

なった。また，１４日齢でコーンハイム野を形成し

ており，構造的にほぼ成熟した状態であった（図

２）。

２．Electrophoretic analysis of MHC isoforms

各試料から抽出した総蛋白の電気泳動の図を図

３に示す。成獣型 isoform が全て，電気泳動移動

度にしたがって１／β，２ｂ，２ｄ，２ａの順に検出
された。またデンシトメーターでの計測結果を図

４にまとめる。MHC isoform の比率を今回検出

されたMHC isoform 全量との相対比で表した。

咬筋では，出生直後から１４日齢まで遅筋線維蛋

白であるMHC－１／βが確認できた。１日齢から
７日齢にかけて大きな増減はなかった（３．６～

４．６％）が，それ以降は減少していた。２１日齢およ

び成獣においては分離出来なかった。免疫組織学

的染色では速筋の３種類の isoform は一様に染め

られていたが，電気泳動で各 isoform を分離する

と各日齢で異なっていた。出生直後はMHC－２

ａ，２ｄが出現していた。MHC－２ｄは成獣でも

６８％と一定量は検出できたが，MHC－２ａは２１日

齢以降分離できなかった。MHC－２ｂは２１日齢で

MHC－２ａが無くなるのと同時に検出されるよう

になったが，そのほとんどはMHC－２ｄから構

成されていた（９３％）。

前脛骨筋は出生直後にはMHC－２ａ（３４％），２

ｄ（５８％）のみ観察できたが，３日齢以降MHC－

２ｂが出現，増加した。一方それに代わり１４，２１

日齢では，MHC－２ａは検出できなくなった。成

獣になると再び，MHC－fast の３種の isoform

（MHC－２ａ １４％；MHC－２ｄ ２９％：MHC－

２ｂ ５８％）が観察された。それに対し，遅筋蛋白

のMHC－１／βが１日齢に出現し，日齢とともに
減少しながら１４日齢において消失していた。

３．RT－PCR

４つの isoform のmRNAの発現を図５に示

す。mRNA発現量をその総量との相対比につい

て経時的に観察した結果は図６にまとめた。な

Fig.２ Serial cross sections of tibialis anterior mus-
cle stained with anti－MHCs or anti－MHCf
antibodies. Newbom（A, B）, 7－day－old（C, D）,
14－day－old（E, F）, 1－year－old（G, H）, A, C,
E, G : anti－MHCf, B, D, F, H : anti－MHCs,
Bars ; 100 µm, arrow : anti－MHCs－positive
fiber, double arrow : both anti－MHCf and
anti－MHCs－positive fiber
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お，各 isoform の fragment の塩基数をほぼ同量

にしたことで反応速度や反応量による差はほとん

どないものと考えた。

咬筋の生後直後には出生直後の咬筋ではMHC

－１／β（１０％），MHC－２ａ（３７％），MHC－２ｂ
（４％），MHC－２ｄ（４８％）とすでに速筋型 isoform

のmRNAが多く占めていた。そしてその後，

MHC－１／βは免疫染色の結果同様経時的に減少
している傾向が見られた。しかしながら，成獣に

おいても全くなくなることはなく６％検出でき

た。

速筋型 isoform のmRNAで はMHC－２ｄ（３８

～６１％）が常に多くを占めていた。その他の iso-

form はMHC－２ａが出生直後で３７％を占めてい

たが成獣では極微量のみ検出された。それに対

し，MHC－２ｂは出生直後の４％から成獣では

４４％へ増加していた。成獣においては速筋型の

MHC－２ｄとMHC－２ｂのmRNAが多く占める

傾向が見られた。

出生直後における前脛骨筋においては，MHC

－２ｂのmRNAは１４％と少量であったが，その

後経時的に増加が見られ１４，２１日齢では４４％を占

めた。しかし，成獣においては全体の３０％となり

比率は減少していた。この所見は，MHC－２ｂが

多くを占める時期は一時的である事を示唆してい

た。それに対しMHC－２ａ，MHC－２ｄのmRNA

Fig.３ MHC isoforms content of masseter and tibialis anterior muscles determined by elec-
trophoresis. l : newbom, 2 : 3－day－old, 3 : 7－day－old, 4 : 14－day－old, 5 : 21－
day－old, 6 : 1－year－old, Abbreviations : M, marker containing all four MHC iso-
forms.

Fig.４ MHC isoforms expression in masseter and
tibialis anterior muscle of mice during the
postnatal growth period. Relative amounts of
MHC－1/β, MHC－2 a, MHC－2 b, and MHC
－2 d. MHC isoforms in whole muscle homo-
genates of masseter and tibialis anterior mus-
cles were separated by SDS－PAGE. Values
are percentages of total MHC±SD. n=20 ;
NB, newbom ; Adult, 1－year－old

６２４ 五條，他：マウス咬筋の出生後における筋線維特性
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MS TA

MHC‐１/β

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

MHC‐２a

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

MHC‐２b

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

MHC‐２d

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

GAPDH

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
Fig.５ MHC gene expression in masseter and tibialis anterior muscles. Oligonucleotide primers for PCR were de-

signed in the 3'－UTRs of MHC genes and GAPDH, 1－5 : MS 6－10 : TA 1, 6 : newbom 2, 7 : 7－day－
old 3, 8 : 14－day－old 4, 9 : 21－day－old 5, 10 : 1－year－old.

Fig.６ MHC isoform mRNA expression in masseter and tibialis anterior muscle of mice during the postnatal
growth period. Relative amounts of MHC－1/β, MHC－2 a, MHC－2 b, and MHC－2 d in whole muscle ho-
mogenates of MS and TA by RT－PCR. Values are percentages of total MHC. n=20 ; NB newbom ; Adult
: 1－year－old
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はMHC－２ｂのmRNAに拮抗的な増減が見られ

た。成 獣 で はMHC－２ａが２３％，MHC－２ｄが

４４％を占めMHC－２ｂを合わせると９７％を占め

ていた。

考 察

マウスの成獣咬筋は速筋線維のみで構成される

といわれてきた７）８）。しかしながら，本実験におい

て，マウス成獣咬筋における抗MHCs 抗体陽性

線維とMHC－１／β mRNAの発現を認めた。
Rosser らは９）運動神経終末に近い部位から遠い部

位になるにつれ，いいかえれば筋線維の中央部か

ら末端側になるにつれ，成獣型の isoform から胎

仔型の isoform に変化していることを示唆してい

る。このことから抗MHCs 抗体陽性細胞は筋線

維の先端部である可能性もある。一般にMHC－

１／βは筋の発生，再生に重要な役割をなしてい
るとされている１０）。成獣の筋線維の先端にMHC

－１／βが存在するということは，マウス咬筋が
環境変化などに対応しやすい性質を有しているの

ではないかと考察された。

筋蛋白質の収縮速度はMHC－２ｂが最も早く

２ｄ＞２ａ＞１の順である１１）。我々の結果からマウ

スの咬筋と前脛骨筋は type２ MHC isoforms か

らなる速筋であることが判明した。出生直後は，

前脛骨筋では５８％のMHC－２ｄと３３％のMHC－

２ａが含有され，構成要素のほとんどがMHC－２

ａ（６１％）である咬筋よりも収縮速度が速い。成獣

マウスでも同様に，前脛骨筋は５８％のMHC－２

ｂと２８％のMHC－２ｄを 含 有 しMHC－２ｄ

（６８％）が主構成要素の咬筋よりも収縮速度が速

い。生後の成長期において，前脛骨筋は常に咬筋

よりも収縮速度が速いことが考察された。

Sieck１２）は生理学的に筋線維を次のようにクラス

分けした。すなわち，MHC－１／βからなる slow
－twitch fatigue resistant，MHC－２ａからなる

fast－twitch fatigue resistant，MHC－２ｄ単独ま

たはMHC－２ｄと２ａからなる fast－twitch fa-

tigue－intermediate そしてMHC－２ｄと２ｂまた

はMHC－２ｂ単独からなる fast－twitch fatiga-

ble の４つである。咬筋が，成長に伴い，収縮速

度が遅いタイプのMHCの割合を減少させて，速

いタイプのMHCを増加させていることは，筋肉

疲労抵抗の減少が伴ったと考察される。

マウスの咬筋，前脛骨筋同様に速筋に分類され

る成獣ラットの長指伸筋（EDL）を用いた研究に

おいて，MHC－２ｂのみで構成されたEDLが脱

神経によってMHC－１／β，２ａ，２ｄが発現し
MHC－２ｂが減少することが明らかになってい

る１３）。このことは，MHC－２ｂが成熟したタイプ

の蛋白，いいかえれば，特異化した蛋白であるこ

とを示唆している。本研究で２１日齢以後の咬筋に

MHC－２ｄの減少，MHC－２ｂの増加，MHC－２

ａの消失が見られた。この結果からもMHC－２

ｂが成熟型の蛋白であることが立証できる。一

方，出生直後の咬筋はMHC－２ａとMHC－２ｄ

で構成されていた。MHC－２ａは１４日齢まで徐々

に減少し，２１日齢ではMHC－２ｂが発現しMHC

－２ａは消失していた。この結果から，１４から２１

日齢の間に成熟した段階に至っていると考察でき

る。我々の実験はほかの実験結果と一致してい

る１４）。しかしながら，Eason らは性差によるMHC

構成比の違いを示唆している８）。さらに彼らは

MHC－２ａが雄のマウスに観察できるとしてい

る。今回我々はMHC－２ａに特異的な抗体を入

手出来なかった為確認することはできなかった。

一般にマウスの離乳期は１４から２１日齢の間である

とされる。本研究において，MHC－２ｂの発現は

離乳期に一致していた。isoform の構成の変化は

筋の機能変化に合目的なものと考察された。
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