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

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

Title 骨格筋における可塑性の解明

Author(s) 阿部, 伸一

Journal 歯科学報, 114(1): 1-6

URL http://hdl.handle.net/10130/3241

Right



抄録：摂食機能の衰えは，口腔，咽頭領域における
筋肉量の減少，筋機能の衰えも原因となっていると
の議論がある。近年，筋組織の機能再活性のメカニ
ズムに対する常識が大きく変わろうとしている。筋
力トレーニングなどの負荷増大による筋増量は，数
年前まで筋細胞数の増加はほとんどなく，個々の筋
線維の筋タンパク質合成（促進）が筋タンパク質分解
（抑制）を上回る結果，個々の筋線維の太さが増し，
筋組織としての筋重量が増加し，筋機能も向上する
と考えられてきた。しかし，この個々の筋線維の肥
大という現象に加え，筋衛星細胞，Side Population
細胞（以下筋SP細胞）の分裂と癒合が促進し，新た
な筋線維の出現，既存の筋線維への癒合などが筋肥
大に関与するという報告がなされた。さらに新しい
筋線維を分化させる過程で必要な因子，タンパクは
周囲組織との関連も重要となる。我々は，以上のよ
うな潜在能力を持つ筋の可塑性の解明に関する研究
を続けている。

はじめに

骨格筋線維は，個体成長に伴い筋芽細胞が癒合
し，いくつかの段階を経てつくられる多核の筋細胞
である。この筋芽細胞の癒合の過程において，筋の
分化が同時進行している。さらに成熟した生体の筋
組織においても断続的に，機能変化に適応した筋分
化が進行している。よって筋組織は生体内の他の組
織と比較し，常に機能的，構造的な変化を起こす優

れた可塑性を持つとされている。これは様々なメカ
ニカルストレスにより，筋組織が量的・質的な変化
を起こす過去のいくつかの実験結果から明らかであ
る。また近年の細胞生物学的な手法を用いることに
より，変化した筋を客観的に評価する指標が確立し
つつある。我々は口腔領域の筋が，発生・分化の過
程において，四肢筋と比較し特徴的な経過をとる事
をこれまで報告してきた。
さらに，筋機能と社会的背景について考えてみ

る。近年問題となっている高齢者の「摂食・嚥下障
害」というとこれまでは中枢性の疾患のみにスポッ
トがあたり，口腔機能の低下からくるものはあまり
問題にされてこなかった。しかし実際の介護の現場
では，中枢性の疾患がなくても，摂食機能に関連す
る筋の機能低下に起因する様々な障害がみられる。
そこで，摂食障害克服のためには，特定の筋を再生
（筋組織の活性化）することが重要となってくる。筋
の成長と修復は体内の成長因子などの生化学分子に
よって調節されており，その分子は遺伝子によって
コントロールされている。人工の遺伝子を導入して
これらの分子を増やしたり阻害したりすれば，加齢
や病気で失われた特定の筋組織の機能を修復でき
るのであろうか？近年，インスリン様成長因子１
（IGF-１）が筋衛星細胞に作用して細胞分裂を活発化
させる可能性が示された。しかし，筋機能が活性化
されるメカニズム，詳細な関与遺伝子の研究は世界
的にもまだ詳細に解明されているとは言い難い。さ
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らには活性化された筋組織の筋線維特性を明らかと
し，きちんとした有効性の評価がなされている研究
は少ない。
よって本稿では，我々のこれまでの研究成果の一

部を紹介し，今後の口腔領域における筋研究の展望
を述べたい。

１．筋組織の老化

口腔機能と密接に関係のある筋群は，適正な補綴
がなされていないと衰える。適正な補綴がなされて
いない場合，個々の筋線維に侵入する運動神経は
「動かなくていい。」と認識してしまい，筋組織内
の稼働率が著しく低下する。そして機能しなくなっ
た筋線維は老化へと向かう。これは筋線維内のタン
パク量が減少し（やせ細る），また筋線維特性も変化
する。筋線維特性の変化とは，個々の筋線維の中に
ある「元気に，早く」動くことが可能なタンパク質
の量が減少し，違う性質へ変化してしまうことであ
る。時間の経過とともに悪い方向へ向かう筋組織
は，本来の咀嚼，嚥下機能を的確に担うことができ
なくなってしまうのである。

２．筋組織の可塑性

ヒトの体の多くの部位の老化は，２０歳前後に成長
が終わるとすぐに始まることが知られている。しか
し成熟後も老化とは逆行するように骨格筋は成長す
る。あまり運動をしないと個々の筋線維についた運
動神経の多くは，一つの筋肉の中で一部の筋線維し
か活動しないように抑えられ休んでいる。しかし，
トレーニングを行うとより多くの運動神経が筋線維
を動かすように眠りから覚めていく。このように稼
働率を上げていくのであるが，それでも負荷に耐え
られないと個々の筋線維を太くしようというメカニ
ズムが発動する。トレーニングを始めてしばらく変
化がなかった筋肉が，ある一定の時期を過ぎると
「筋肉がついた。」と自分で認識できるほど肥大し
てくるのは，そのような理由からである。そして筋
肥大が進むほど筋機能は飛躍的に向上するのであ
る。
次に，我々歯科医が扱う口腔・咽頭領域の筋肉に

ついて考えてみる。口腔・咽頭領域の筋はすべて骨
格筋である。トレーニングによって四肢筋と同様，

肥大という現象が生じ，筋機能が再活性されていく
ことに変わりはないはずでる。すなわち，義歯やイ
ンプラントなどの補綴治療後，適正な機能を筋が発
揮するようになると，これまで休んでいた運動神経
の一部が自分の担当する筋線維を動かすようにな
る。筋肉の中での筋線維の稼働率がまず向上する。
そして四肢の骨格筋と同様の「筋肥大のメカニズ
ム」にスイッチが入るのであるが，ここで知ってい
ただきたいのは表情筋，軟口蓋および咽頭の筋は，
四肢筋とは少し性質が異なるため「筋肉がもりも
り」発達することはない。しかし，筋肉があまり肥
大しないだけで，ほぼ同様の現象が筋肉内で起こっ
ているのである。そして，ある一定のトレーニング
の後（補綴治療終了後，ある一定期間使用後），筋機
能が向上していくのである。
「筋肥大」の研究では１００年以上前にあまりにも有
名な実験データがあって，それが教科書などに記載
されていた。すなわち「肥大した筋肉内の筋線維の
数はトレーニングする前と全く変わらなかった。」
とする実験データである。筋肉の肥大は個々の筋線
維の肥大が集まった結果起こると１００年以上固く信
じられていた。しかし約２０年前にこの見解に疑問が
ぶつけられ，以後続々と筋肥大に関する新しい研究
報告がなされるようになった。これは筋肉に刺激が
加わると筋組織内の幹細胞が分化を開始し，新しい
筋線維を作るというものである。歯科領域における
関連する研究報告からも，補綴治療終了後，高齢者
の筋組織内に新しい筋線維がつくられ，筋機能が再
活性していくことが十分考えられるようになってき
た。

３．筋衛星細胞

組織内の幹細胞は自己複製（self renewal）能を維
持しながら，分化の進んだ前駆細胞（progenitor）を
生産し，組織の再生修復をつかさどる。また幹細胞
の特徴として備わる分化の可塑性（plasticity）は，筋
幹細胞にもみられることが知られている。骨格筋線
維の内側には，筋衛星細胞が存在する。筋衛星細胞
は筋肉特有の幹細胞である。筋衛星細胞の役割とし
ては，これまで筋組織の損傷部を修復することと考
えられてきた。これは，筋ダメージの刺激を受け，
筋衛星細胞が骨格筋特異的転写因子であるMyoD
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を発現させ，細胞分裂を開始することで証明されて
いる。また，この細胞分裂を開始した筋衛星細胞を
筋前駆細胞（筋芽細胞）という。そして，筋の修復に
必要がなくなった筋前駆細胞は，細胞分裂休止状態
にある筋衛星細胞に戻る。これを自己複製（self re-
newal）能という。
すなわち，歯科医療によって口腔，咽頭の筋群に

適正な機能が発揮されるようになると次のような変
化が生じると考えられる。まず，既存の筋線維の筋
タンパク合成が筋タンパク抑制を上回る。それに加
え，筋幹細胞である筋衛星細胞，筋 SP細胞が，成
長因子などのシグナルによって分化を開始する（図
１）。この過程に筋特異的転写因子の発現がみられ
分化をサポートする（図２）。そして，これらの新し
い筋芽細胞はお互い癒合し，筋幹細胞から筋線維へ
と変化する。これらの現象は歯科医療後，筋肥大の
メカニズムに沿った形で，一定の期間をかけて行わ
れる。そして，最終的には，筋線維特性が，その機
能に合致した形で構築される。この筋線維特性が再
構築された時点が歯科医療の最終目標地点であると
考える。

４．成長因子と制御因子

幹細胞を用いた再生医療では，ただその組織に必
要な細胞に幹細胞が分化すればいいのではない。幹
細胞の分化の方向が正しくても，過剰な分化・増殖

は医療が腫瘍を作ってしまうことにもなりかねな
い。再生医療のゴールはあくまで機能する適度な組
織形成である。そのためには何らかの制御機構が必
須となる。
筋の幹細胞である筋衛星細胞は筋組織の中に存在

し，筋肥大または修復など必要に応じて筋前駆細胞
へ分化する。この過程で様々な成長因子が関与する
ことが指摘されている。近年，特に肝細胞増殖因子
（HGF）が筋衛星細胞の活性と増殖に影響を与え，
インスリン様成長因子－１（IGF-１）は筋芽細胞の
増殖と分化を活性化していることが明らかとなっ
た１，２）。これら成長因子が「筋活性のアクセル」だと
すると適度な「筋活性のブレーキ」が必要不可欠
である３）。この中で筋細胞自らが分泌する制御因子
Myostatin は，TGFファミリーに属し，筋の過剰
な肥大を抑制し筋が結果的に適度な機能を獲得する
ように調節している４）。そしてその関連は複雑であ
るが，Myostatin の過剰分泌を制御している物質も
特定された。近年の研究でプロテオグリカン遺伝
子ファミリーに属するDecorin がMyostatin のシ
グナル伝達経路での新しい分子として同定され，
Myostatin の活性を制御することを通して筋前駆細
胞の増殖と分化に関与している可能性が示唆され
た５，６）。また，生殖器官が分泌するFollistatin も Deco-
rin 同様Myostatin の分泌を制御していることも新
たに報告された７－９）。

図１ 筋機能再活性のための筋衛星細胞活性化
骨格筋線維の内側に存在する筋衛星細胞と筋 SP細

胞は，筋ダメージ，メカニカルストレスなどの刺激に
よって細胞分裂を開始する。
（再生医学がわかる，朝倉 淳，P９４図改変，羊土社）

図２ 筋の成長と分化に関与する関係する細胞外シグナル
メカニカルストレスは筋の成長と分化に最も重要

で，その力学的負荷が細胞内に伝達され作用する。さ
らには内分泌因子，成長因子，神経系因子も関係す
る。また，これらの現象に伴い成長因子である IGF-
１，およびMyoDなどの筋特異的転写因子が発現す
ることが知られている。
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これらの研究結果から考えられることは補綴治療
後，筋組織に再活性が的確に生じるためには筋組織
内部で成長因子と制御因子がバランスよく発現し，
筋構成タンパクを再構築する９）ことが重要だという
ことである（図３）。

５．筋組織の損傷

筋組織内には多くの血液が流れている。血液とい
うのは酸素や栄養素を運び老廃物を筋組織の外に出
すという役割だけでなく，体の中の情報を伝達する
という重要な役割を持つ。例えば過度な負荷（伸張
性収縮運動）を左腕に与えると運動後数時間で遅発
性筋痛（delayed onset muscle soreness：DOMS）を
発症する。その際クレアチンキナーゼ（CK）と呼ば
れる酵素が血液内で増加する。筋収縮の際，直接の
エネルギー源として使用されるATPは CKが触媒
する反応によって直ちに補充される（ローマン反
応）。
この筋線維内部に存在するCKが，筋膜の損傷を

受けると血中に流出することから筋損傷のマーカー
として考えられている。この現象は古くから有名で
あったが，現在では筋機能向上，筋肥大の際にも微
量のCK値が上昇することが明らかとなってきた。
これは筋幹細胞（筋衛星細胞，筋 SP細胞など）が分
化し既存筋線維へ癒合した結果ではないかと考えら
れている。さらには，横紋筋の細いフィラメント上
にある球形タンパク質であるTroponin，酸素を貯
蔵するヘムタンパク質であるmyoglobin などの溶
解，さらには筋線維自らが分泌するいくつかの成長
因子が筋機能活性時の指標になりうるのではないか
という議論も出てきた。またこれらのデータの多く
はヒトによる実験結果である１０，１１）。歯科関係ではい
まだ報告が少ないが，補綴治療後の筋機能の向上を
何らかの形で患者に提供できる可能性を秘めてい
る。そのための基礎的研究結果の集積が急がれる。

６．筋の可塑性の解明に関するまとめ

筋の機能を担う筋収縮タンパクそれぞれの Iso-
form の composition を分析した結果，筋機能の衰
えは単に筋の加齢による量的減少だけでなく，特有
の Isoform が減少することによっても生じる事を明
らかにし，関連 Isoform を同定，解析してきた１２）。

次の展開として我々は，この衰えた筋機能が再活性
する過程を調べたところ，特定の筋収縮タンパクを
コードする遺伝子が発現することによって，その
composition に変化を与える事を明らかにした１３）。
また筋機能再活性の際，新たな筋線維の出現，既存
の筋線維への癒合などが重要な役割を呈し，新たに
分化して作られた筋線維は，その組織の機能に適応
した既存の筋線維とは異なる筋線維特性を獲得する
ことを見出した１４）。また in vivo 環境下においてサ
テライト細胞が分化する過程で，IGF-１，HGFな
どの成長因子が発現するだけでなく，直接成長因子
の働きを制御するMyostatin などの negative regu-
lator および関連因子の発現が必須であることを
様々な面から報告した１５）。以上のように筋再活性に
は筋幹細胞の分化が深く関与し，その過程で様々な
因子が関与して初めて機能する筋組織が出来上がる
ことが明らかとなってきた。しかし筋幹細胞の筋線
維への分化のカスケード，特にお互いの相互作用を
より詳細に時系列的に明らかとするためには，外的
影響因子のない in vitro 環境下で細胞内外に発現す
る各因子の発現の局在を検索する必要があると考え
た。さらには幹細胞の分化，既存筋線維への癒合に
よって新しい組織を再構築する際の scaffold となる

図３ 筋組織再活性に重要な因子
IGF-１などの成長因子は筋芽細胞の増殖・融合を促

進し，筋の幹細胞である筋衛星細胞の活性・自己複製
を促進することで筋発生や筋肥大において促進的に働
く。一方，筋細胞から分泌されるmyostatin は，筋芽
細胞の増殖・融合を抑制し，筋の幹細胞である筋衛星
細胞の活性・自己複製を抑制することで筋発生や筋肥
大において抑制的に働く。さらに，myostatin の働き
を制御する follistatin，decorin の発現も必須である。
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中間系フィラメントの役割も同時に検討する必要が
ある。
近年筋組織内には幹細胞として筋衛星細胞以外に

DNA結合色素であるHoechst３３３４２に染色した後，
FACS（fluorescence activated cell sorting）で分画回
収される筋SP細胞が存在することが明らかとなり，
各表面マーカーによりこれらの細胞は幹細胞である
ことが証明された１５）。その中で筋 SP細胞は骨髄由
来である可能性が極めて高いことが考察された１６）。

おわりに

iPS 細胞の作製に代表されるように近年の再生医
療に関連する基礎的な研究成果には枚挙に暇がな
い。何らかの方法で単離された（作られた）幹細胞
は，研究者の様々な action によってほぼ希望通り
の細胞が作られるようになったと言って過言ではな
い。しかし大切なことは「体内で正常に機能する組
織を組み立てることができるかどうか」である。骨
髄から単離した幹細胞（FACSによる SP細胞など）
を筋組織に移植し，その初期には筋線維へ向けた分
化過程が観察されても，そののち制御の効かない肉
腫様の組織塊を作ってしまっては，再生医療が逆に
患者に「癌」を作ってしまう事にもなりかねない。
そこで「生命体の発生過程において，何が細胞の分
化を促進しているのか」という研究だけでなく「－
何が細胞の分化を制御しているのか」ということに
も関心が集まりつつある。
図４は，筋が再生していく過程でその小さな細胞

を取り囲むように negative regulator 関連因子であ
るDecorin が局在することを anti-Decorin 抗体によ
る免疫組織化学的染色法を用いて明らかにしたもの
である６）。このように細胞が分化し，正常に機能す
る組織を作り上げていく過程では，IGF-１１７），HGF
などの因子だけでなく，細胞内外からの程よい「ブ
レーキ」の存在が欠かせないのである。さらには筋
が成長，活性化していく過程で，周囲組織と共通の
タンパクを発現し，協調的に構造を作り上げていく
（図５）ことが近年明らかとなり１８－２０），今後単に「筋
組織」の研究だけでなく，周囲構造との関連も観察
していきたいと考えている。さらには，繊維芽細胞
に遺伝子導入しない方法での幹細胞化に成功し２１），
その細胞を筋線維まで分化させることができた。こ
れら幹細胞の研究も含め，目的を達成していきた
い。
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