
105

､ラ ッ ト軟 口 蓋 筋 の 赤 筋 線 維 , 中 間 型 筋 線 維 ,

白 筋 線 維 の 日 齢 変 化 に 関 す る 研 究

渋 谷 達

新潟大学歯学部口腔外科学第 2教室 (主任 :大橋 靖教授)

新潟大学歯学部口腔解剖学第2教室 (指導 :小林茂夫教授)

(昭和 59年 12月3日受付)

PostnatalDifferentiationofRed,IntermediateandWhiteMuscle

FibersonSoftPalateMuscleinRat

SusumuSHIBUYA

SecondDepartmentofOralandMaxillofatialSurgery,SchoolofDentistry,NiigaiaUniversity

(Director:Prof.YasushiOhashi)

SecondDePartmeniofOralAnatomy,SchoolofDentistry,NiigaiaUniversity

(Director.･Prof.ShigeoKobayashi)

要 旨

軟口蓋諸筋の経日的な発達過程を組織化学的に

検索した報告は見当たらない｡ そこでウイスター

系ラットの軟口蓋諸筋を組織化学的に赤筋, 中間

型筋,白筋線維に分類し,加齢に伴う各筋線維数

の推移を観察した｡

対象ならびに方法 :ウイスター系ラットを生後

1日より60日迄 5日間隔で 区切 り,雌雄各 5匹

合計 135匹を対象とした｡屠殺後,軟口蓋諸筋お

よび対照として俳腹筋を摘出,凍結し,厚さ8iLm

の凍結切片を作製して,myosinATPase染色を

行い,軟口蓋諸筋 の全筋線維数と赤筋, 中間型

筋,白筋線維数を計測した｡
ノ

結果 :加齢に伴う全筋線維数の推移は,口蓋帆

挙筋 ･口蓋咽頭筋 では生後 1日から10日迄, 口

蓋帆張筋では生後 1日から5日迄に増加を認め,

それ以後の増加は認められなかった｡赤筋,中間

型筋,白筋線維数の推移は, 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽

頭筋では赤筋は初期より多く10日で最大を示し,

また, 中間型筋も初期に多いが25日で最大とな

り,以後減少する｡ 白筋は初め少なく30日以後

に急激な増加を認めた｡ 口蓋帆張筋では全期間を

通して赤筋, 中間型筋線維が多く,赤筋は減少傾

向,中間型筋は増加傾向を示した｡ また白筋線維

はほとんど認められなかった｡対照の俳腹筋では

赤筋は1日が, 中間型筋線維数は5日が最大で以

後は減少傾向を示し,白筋は1日が最小で以後20

日迄急激な増加傾向を認めた｡性差はすべての筋

において,その仝筋線維数および赤筋,中間型筋,

白筋線維数別でも特に認められなかった｡

Ⅰ. 緒 畠

口蓋形成手術の目的は 口蓋の破裂部を閉鎖し,

形態の回復を行うと同時に,言語機能に不可欠な

鼻咽控閉鎖機能の改善にある｡ その鼻咽腔閉鎖機

能で主体をなす軟口蓋筋の動態については主とし

て生理学的に各種の検索が行われているが,軟口

蓋諸筋の加齢に伴う発達の過程を組織化学的に検

索した報告は見当たらない｡

骨格筋の発達過程を解明するために,各種の筋

について筋線維の数1～23),太さ2-4,6-ll,13,15,16,22-

27),長さ1,3,28),重さト3,6,7,10,13,16,29,30),断面積等

の計測2,8,9,16,18,22),および組織化学的な分類15,17,
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19-23,27,31-41), 結合組織量の変化1,8,9,13)などの方

法により研究がなされている｡ それによると,骨

格筋の成長は一般に幼年期の卑る時期以後は筋線

維の数は増加することなく, その太さが増すこと

によって起こるといわれている4,5,7,9-13,18,21,42)0

菊地 (1966)21)は, ラット前歴骨筋 において筋

線維数 はすでに生後 10日で成熟ラットのレパル

に達したと報告し,渡部 (1981)4)は,ラット軟口

蓋筋の筋繰推数 は, 生後 1日と5日,20日と30

日の間で有意な増加をみたが, その後はほとんど

増加しないと報告している｡

一方,骨格筋線維は組織化学的に,筋形質が豊

富で筋原線維に乏しい赤筋線維,逆に筋形質が少

なく筋原線維が密に配列 している白筋線維, およ

び両者の中間型を示す 中間型筋線維に分類 され

る｡

赤筋は生理学的に姿勢の保持に関する筋に多

く,長時間緊張を続けることができ,白筋は体肢

の筋に多く,敏捷な運動に適するが疲労しやすい

といわれている37-43,56)0

村山 (1959)56)は,赤筋線維と白筋線維の機能分

化の根源は筋形質 にのみ存在 し,筋原線維の構

追,核,筋線維鞘において両者の間に差は認めら

れないと報告している｡

一般に晴乳動物には純粋な赤筋や白筋は存在せ

ず,すべての骨格筋は大なり小なり各筋線維の混

合筋である17,19,31,32,39,43,58)｡ ヒ1､においても,眼

筋,横隔膜などは赤筋線維および中間型筋線維を

多 く含むという43)0

また骨格筋線維の発達は,一般的成長に伴うも

のと, トレーニングによるものが考えられる｡

菊地 (1966)21)は, ラットの前歴骨筋の赤筋線

維,白筋線維の分化過程を比較した結果,生後 15

日頃より両筋線維の区別が明瞭となり,以後色調

および形態の特徴が一層著明となるとし, また木

村ら(1978)23)は,成熟ラットに強制走行を課し,

その前歴骨筋の筋線維構成の変化を対照例と比較

検討した結果,実験例では雌雄共白筋線維の比率

が多くなったと報告している｡

今回,著者は成長期間が短 く,観察に十分な大

きさの軟口蓋を採坂可能なラットを研究対象とし

て用いた｡ ラット軟口蓋筋は,口蓋帆挙筋,口蓋

咽頭筋, 口蓋帆張筋から構成されている44,45)が,

口蓋帆挙筋と口蓋咽頭筋は軟口蓋後方 1/5の部分

で共に水平方向に走行してお り,両筋は筋膜で明

確に分離されておらず,両筋を組織学的に区別す

ることは困難であり,計測誤差を生ずる恐れがあ

るので,この2筋はまとめて一つの筋束として計

測した｡ 口蓋帆張筋と,対照としての誹腹筋は単

一体として十分計測可能であった｡ 以上の各筋の

全筋線維数および,赤筋, 中間型筋,白筋線維数

を組織化学的に検索し,若干の知見を得たので報

告する｡

ⅠⅠ. 研究対象ならびに方法

1. 研 究 対 象 ､

ウイスター系 ラットを用い,生後 60日以上の

成熟雌雄ラットを交配し,任意に生後 1日,5日,

以後 5日間隔で60日まで雌雄各5匹ずつをとり,

13群合計 130匹を研究対象とした｡但 し,生後 1

日と5日は雌雄の区別が 困難 なため任意の10匹

を各群とした (表 1)0

2. 標本の作製法

ラットをエーテル麻酔により屠殺 し,直ちに下

顎骨を除去して,硬口蓋後縁より鼻咽腔部までの

軟口蓋を,口蓋帆挙筋, 口蓋咽頭筋の走行 してい

表 1 研究対象 ウィスク一系ラット

生 後 日 数 1 8 l ?
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図′1 ラット頭部矢状断面 61)

(若鮎 品詐 讐 ■口蓋咽頭筋)

図 2 ラット口蓋口腔面50)

(矢印は口蓋正中線を示す)
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図 3 ラット頭蓋下面62)

(欠印は口蓋帆張筋の摘出部位を示す)
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図 4 緋 腹 筋62)

(矢印は摘出部位を示す)

る軟口蓋正中部 (図 1,2)で, および側頭骨鼓

室胞,翼状突起外側板,翼状突起内側板に囲まれ

た右側口蓋帆張筋を周囲組織を含めて注意深 く摘

出した (図 3)｡ また対照として観察するために,

後肢の運動に主役を演ずる緋腹筋を選び, その右

側後肢排腹筋外側頭外側の筋腹中央部 (図4)を

約 5mm幅で摘出した｡摘出した軟口蓋は墨汁に

て正中線を 印記し,組織片 は直ちに凍結組織用

(0.C.T.)コンパウン ドに包埋 した後, スプレ

-フリーザ-にて凍結させ, クリオスタットで軟

口蓋部は墨汁印記部を含む矢状面 (図2)で, 口

蓋帆張筋は翼状突起外側板に ほぼ直角に (図 3),

俳腹筋は横断で, それぞれ 厚さ8/(mの連続切片

を作製し,myosinATPase染色,H.E染色を

行った｡ myosin ATPase染色 は Guth and

Samaha46)の方法に従い,0.1M potassiumace-

tatebuffer(pH4.35)で 10分間のpreincuba-

tion後,pH9.4の基質反応液中で37oC,20分

間反応 させ,黄色硫化 アンモニウムで発色 させ

口蓋帆挙筋･口蓋咽頭筋

口腔側

図 5 ラット軟口蓋矢状断面

頭蓋底

口蓋帆張筋

図 6口蓋帆張筋横断面

月非腹筋外側頭外側

て,赤筋, 中間型筋, 白筋各線維の識別 を行っ

た ｡

3. 計測部位および項目

計測部位として軟口蓋鼻咽陸側に位置する口蓋
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表 2 口蓋帆挙筋･口蓋咽頭筋の筋線維数

帆挙筋, 口蓋咽頭筋の全範囲 (図 5), 口蓋帆張

筋全範囲 (図 6)を, また排腹筋は骨側の外側頭

内側と外側の接合部 より皮膚側中央 にかけて幅

0.1mmの範囲内 (図7)を設定 し, その範囲内

の赤筋線維, 中間型筋線維,白筋繰椎を光線顕微

鏡にて倍率 200倍でメモ リーカウンターを用いて

計測 した｡

ⅠIl. 研 究 結 果

1. 筋 繰 稚_数

1) 加齢に伴 う口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の

筋線維数の推移

各 日齢群における 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の筋

線維数の変動は表 2,図 8に示す如 くである｡

加齢に伴 う筋線維数の推移を各 日齢群別にみる

と生後 1日 (164.7土6.9個, 最大 189個,最小

117個)と5日 (191.5±5.8個,最大 214個,最

小 160個)の間,5日と10日 (232.0土12.3個,

最大 272個,最小 160個)の間で有意ノ(P<0.01)

に筋線維数の増加 がみられたが, それ 以後 10日

から60日 (260.7土19.9個,最大 406個,最小 195

個)迄の 各群間 には 統計的な有意差が 認められ

ず, 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の筋線維数は生後 1

日から10日頃迄に急激に増加 し, それ 以後の変

動はほとんど認められなかった｡

性別では多少の変動はあるものの,雌雄の判別

109

1 5 10 日5202530354045505560(日齢)

図 8 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の筋線維数

が明らかとなる10日以後 では有意差 (P<0.01)

は認められず, 雌雄共にほぼ同様の傾向を示 し,

特に性差は認められなかった (表 3,図 9)0

2) 加齢に伴 う口蓋帆張筋の筋線維数の推

移

各 日齢群における 口蓋帆張筋の筋線維数の変動

は表 4,図 10に示す如 くである｡

生後 1日 (350.2土29.7個,最大 486個 .最小

213個)と5日 (456.3土18･8個,最大 535個,最

小 352個)の間で有意 (P<0･01)に筋線維数の増

加を認めたが, 5日から60日 (512.2土26.1個,

最大 651個,最小 394個)迄の各群間には, わず

かな数値の変動 しかみられず,統計的にも有意差

は認められず,口蓋帆張筋の筋線維数は 出生直後

から5日までの短期間で大幅に増加 し, それ以後

の各期間での変動はほとんど認められなかった｡

性別では雌雄共にほぼ同様の傾向を示し特に性

差は認めなかった (表 5,図 11)0

2. 赤筋,中間型筋,白筋線維数

1) 加齢に伴 う口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の

赤筋,中間型筋,白筋線維数の推移

各 日齢群における 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の赤

筋, 中間型筋, 白筋線維数の変動は 表 6, 図 12

に示す如 くである｡
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表 3 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の筋線維数

表 4 口蓋帆張筋の筋線維数

MNj=SE IMax.

[ 5 10 L5202530354045 505560(日 齢 )

図 9 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の筋線維数

赤筋線維数 :生後 10日 (107.5土7.9個,最 大

155個,最小 81個)に全期間中で最大を示し最小

は55日 (2.0±0.9個,最大 8個,最小 0個)で

あった｡ 10日 と15日 (72.8土9.2個,最大 111

個,最小 15個)の間 (P<0.05), 15日 と20日

(34.4土2.8個,最大44個,最小 15個)の聞 (P<

0.01),20日と25日 (19.6土4.7個,最大 38個,

最小 0個)の間 (P<0.02)および 35日 (15.9土

4.0個,最大 35個,最小 0個)との間 (P<0.01)

に赤筋線推数の明らかな減少を認めた｡ 特に10

日から25日の15日間にその数 は81.7% も減少

- 34-
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筋線維数

1 5 10 1520 2530 3540 45 50 55 60(月齢)

図 10 口蓋帆張筋の筋線維数筋線維数

E3含十 ♀

田 合口 ♀

白:MN+SE

1 5 10152025303540455(

図 11 口蓋帆張筋の筋線維数

表 5 口蓋帆張筋の筋線維数

し,その後は漸次減少し55日ではほとんど認め (118.6土9.8個,最大 150個,最小55個)で識則

られなくなった｡ が 明らかとなり,その時点で既に赤筋, 白筋線

中間型筋線維数 :中間型筋線維数 は生後 10日 椎の数 を越えてその数は最 も多く,生後25日

- 3う-
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表 6 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の筋線維数

1 5 10 1520 2530 3540 45 50 5560 (日齢)

図 12 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の赤,中,白筋線維数

(180.2±12.4個,最大 241個,最小 132個)で全

期間中最大となる｡ しかしその後は急激に減少し

て55日 (55.8土7.6個,最大 101個,最小 27個)

で全筋線総数の28.4%となる｡特に30日 (161.6

± 11.8個,最 大 225個,最 小 111個) と35日

(98.4土14.3個,最大 159個,最小 40個) の 問

(P<0.01)で筋線維数の明らかな減少を認めた｡

白筋線維数:中間型 筋線維 と同様 生 後 10日

(5.9土2.5個,最大 20個,最小 0個)で識別され

るようになるが,初期にはその数は非常に少ない｡

しかし生後 30日 (28.5土8.1個,最大 95個,最

小 10個)を過ぎると急激に増加し,60日 (192.1

土18.6個,最大 302個,最小 101個)では全筋線

維数の74.2%を占めるに至る｡特に30日と35日

(100.6土11.0個,最大 170個,最小 62個)との

間 (P<0.01), 35日と40日 (140.4±13.8個,

最大 229個,最小 98個)の間 ((P<0.05)の10

日間に著明に増加し,35日では中間型筋線維数を

凌駕して,3種の筋線維の中で最も優位を占める

ようになる｡

性別では赤筋,中間型筋, 白筋線維数は雌雄共

にほぼ同様の傾向を示し特に性差は認めなかった

(表7,図 13)0

2) 加齢に伴う口蓋帆張筋の赤筋,中間型

筋,白筋線維数の推移

各日齢群 における 口蓋帆張筋 の赤筋, 中間型

筋,白筋線維数の変動は表8,図 14に示す如 くで

ある｡

赤筋線維数:赤筋線維は3種の筋線維の中で全

期間を通して常に他の2筋よりも数が多い｡生後

1日 (337.7土31.1個,最大 462個,最小 168個)

と5日 (425.8±20.2個,最大 528個,最 小 329

個)の間 (P<0.05)で有意に筋線維数は増加し

- 361-
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表 7 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の筋線維数

113

維 維

て5日で全期間中最大となり,以後60日 (316.6

土19.5個,最大 418個,最小 241個)迄漸次減少

し,生後 1日の数とほぼ等しくなるが, なお仝筋

線維数の61･8%を占めていた｡

中間型筋綾稚数:中間型 筋線 椎 は生 後 10日

(38.1土9.6個,最大 111個,最小 9個)で識別が

明らかとなり,以後は増加傾向を示し,特に10

日と15日 (85.3±11.7個,最大 132個,最小 29

個)の間 (P<0.01),30日 (93.0土6.5個,最大

123個,最小 58個) と35日 (167.6主17..0個,

最大 258個,最小45個)の問 (P<0.01)で明ら

かな増加を認め,その後,尚,60日(186.8土17.3

個,最大 241個,最小 65個)まで増加し,仝筋

線維数の36.4%を占めるようになった｡

白筋線維数:白筋線維 は45日以後僅かに認め

られたが,初期 にはほとんど認められず,45日
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筋線維数

暮 5 10 15202530 35404550 5560

I510 15202530354045505560(日齢)

図 13 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の赤,中,白筋線維数

(17･~2±9･6個,最大 89個,最小 0個)から60日

(8･8土2･5個,最大 21個,最小 0個)の間でも筋

線維数の有意の変動は認められなかった｡

性別では赤筋,中間型筋, 白筋線維数は雌雄共

にほぼ同様の傾向を示し,特に性差は認められな

かった (表9,図 15)0

3) 加齢に伴 う俳腹筋の赤筋,中間型筋,

白筋線維数の推移傾向

暮 5 IO I5202530354045505560(日齢)

図 14 口蓋帆張筋の赤,中,白筋線維数

各日齢群における排腹筋の赤筋, 中間型筋,白

筋線維の割合の変動は表 10, 図 16に示す如 くで

ある｡

赤筋緑推数 :生後 1日では仝筋線維数の39.0%

で仝期間中で最大であるが, その後急激に減少し

15日では 僅かに10.6% となり, それ以後の変化

はあまりなく,平均 10.0% の範囲を上下 してい

た ｡

中間型筋線維数 :生後 5日で既に全筋線維数の

60.2% を占めているが,その後は急激に減少し,

20日で22･3%,60日では蔭か5･5% にすぎず,

この減少傾向は赤筋線維とほぼ同様の傾向を示し

た ｡

白筋線維数 :生後 1日では全筋線維数の4.2%

と全期間中最小 であるが, 5日をすぎると急激に

増加して,20日で69.6%,60日では83.7%を占

めるようになる｡

性別では赤筋,中間型筋, 白筋線維の割合の推

移傾向は雌雄共にほぼ同様で,性差は認めなかっ

た (表 10,図17)0
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表 8 口蓋帆張筋の筋線維数

115

推

表 9 口蓋帆張筋の筋線維数

維

維 維
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赤筋線維 lV. 考 察
･-一 中間型筋線維

- 白筋線維 1. 研究方法について

ト MN土SE 1) 組織化学的検索法

従来, 筋の発達過程を解明するために,筋線維

･-∴
･At･.ll.
ー･√り/

∫---/

T
/

ー/
Tー＼

TJ
■r

l
＼､

I 5 10 15 20 25 30 3540 45 50 55 60

l≡ 5 lO l5 20 25 30 3540 45 50 55 60(月齢)

図 15 口蓋帆張筋の赤,中,白筋線維数

の数1-23),太さ2-4,6-ll,13,15,16,22-27),長さ1,3,28),

重さ1～3,6,7,10,13,16,29,30),断面積等2,8,9,16,18,22)の計

測, あるいは組織化学的手法15,17,19-23,27,31-41)に

よる筋線維の性質の分析,筋組織に含まれる結合

組織量の変化の解析1,8,9,13)等によって,各種の筋

を比較検討する研究がなされて来た｡

このうち,組織化学的に筋線維の性質を分析す

ることは, 筋線維と筋機能との関連性を追究する

ためには最も有効な手段とされている｡ この方法

は, 筋線維の代謝酵素系を組織化学的に検索し,

筋線維を赤筋,中間型筋, 白筋線維に分類し,そ

れらの分布状態を比較検討するもので,酸化酵素

の代表的なものとされている コ-ク酸脱水素酵素

活性を検索する方法 (SDH法),それを裏づけす

るための phosphorylase活性 を検索 する方法

(PhR法), さらにはこれら代謝酵素系の性質の

検討に加えて, 筋収縮に必要 な エネルギ-源で

ある ATPを分解 する酵素, すなわち myosin

ATPase活性を検索 する方法 (ATP法) があ

る｡また myosinATPase法は preincubation

に際してアルカリ性条件下 (pH 10.4)に行 う方

法と酸性条件下 (pH4.35)に行 う方法に 分類さ

れる46)0

従来, これらの方法を応用して各種の筋の分析

結果が報告されているが,特に中地ら (197837),

i97938,39))は, ネコの軟口蓋筋,排腹筋およびヒ

ラメ筋を用いて, これら各方法を比較検討し,赤

筋,中間型筋, 白筋線維それぞれが特異な活性を

示すことを報告している｡また,Barまny((1967)

47)および Baranyら (1965)48)は, 骨格筋は一般

に myosinATPase活性と収縮速度 との間に一

定の相関があり,収縮速度が速い筋では myosin

ATPase活性が高 く,収縮速度の遅い筋では逆に

myosinATPase活性が低いと述べている｡

以上 の 諸説 を参考 に, 本 研究 では myosin

ATPase染色法を用いることとし,そのうちでも
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表 10 緋腹筋の各筋線維数の割合 (%)

117

匪筋線維は 悪霊 恒筋線準日 齢 iN 匪筋線画 志望慧 恒筋線画 N 桓筋線維l認 諾 恒筋線維

%
0

0

0

9

0

0

5

4

酸性条件下 における preihcubation法に限定し

て検索した｡

なお酸 性 条 件下 での preincubation 後 の

myosinATPaseの活性は赤筋線維で高 く,中間

型筋線維がこれに次ぎ, 白筋線維で低 く示される

ので39),本論文は myosinATPase活性が高い

ものを赤筋線推,低いものを白筋線維,両者の中

間を中間型筋線維と分類して記載した｡

2) 摘出部位および計測方法

本研究は鼻咽腔閉鎖機能に重要な役割を演ずる

軟口蓋筋の発達過程とその機能との関連性を追究

するためになされるものであり,対象としてラッ

トを用い, 出生後における口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭

筋および口蓋帆張筋の赤筋, 中間型筋,白筋線維

を計測し,加齢に伴う各筋線維数の推移を観察す

ると共に,対照として後肢の運動に重要な働きを

する誹腹筋を選び,同様な観察を行った｡

摘出部位は, 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋を含む軟

口蓋正中部, 口蓋帆張筋の位置する右側側頭骨鼓

室胞前方部44,45),および右側排腹筋外側頭外側62)

の筋腹中央部とした｡

口蓋帆挙筋と口蓋咽頭筋は軟口蓋後方 1/5の部

分で水平方向に走行しているが,明らかな筋膜で

分離されておらず,両筋線維の境界が不明瞭で筋

線維数の計測誤差を生ずる恐れがあることから,

口蓋帆挙筋と口蓋咽頭筋を1つの組織塊として摘

出,計測した｡

計測はすべて切片上で行い, 口蓋帆挙筋 ･口蓋

咽頭筋, 口蓋帆張筋はその全筋線維数を,また,
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1 5 10 15202530354045505560 (日齢)

図 17 排腹筋の赤,中,白筋線維数

誹腹筋は骨側の外側頭内側と外側の接合部より皮

膚側中央 にかけて隔0.1mmの範囲内の仝筋線維

数を計測した｡

筋線維数 の計測方法 には,全筋線維算定法3,4,

49,50),区画算定法23,50-53),自動画像解析装置18,26,

54,55)による計測法などがある｡

ラット軟口蓋筋は3筋共,鏡検にて仝筋線維の

計測可能 な数 であったので 全筋線維算牢準を用

い,誹腹筋は一区画内の全筋線維数を計測した.

全自動画像解析装置を用いる方法は最近活発に

行 われてお り18,55),本装置 を用いると筋線維の

数,太さ,断面積,周囲長, 色の識別などの項目

の計測,統計処理が従来の計測法よりも極短時間

で行い得,非常に有用であるとされているが,普

者の予備実験では筋線維間の境界不明瞭部や,赤

筋,中間型筋, 自廟線維の色の織別の点で全自動I
では識別に難点を認めたため,今回は使用しなか

った ｡

2. 研究成績について

1) 加齢に伴 う口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋お

よび口蓋帆張筋の筋線維数の推移

口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋 は,生後 1日か ら10

日頃迄に急激な筋繰椎の増加を示し, それ以後の

増加は認めなかった｡

口蓋帆張筋は,生後 1日と5日の間で筋線維は

急激に増加し,その後15日頃迄僅かに増加するが,

それ以後の増加は認められず, 口蓋帆挙筋 ･口蓋

咽頭筋の増加傾向とほぼ 同様の傾向を示した｡

骨格筋線維は生後のある時期までほ数が増加す

るが, その後は数の増加は少なく,個々の筋線維

の成長によって筋全体が大きく発育するという報

告が多い｡

すなわち,菊地 (1966)21)紘, ラットの前歴骨

筋の筋線維数を生後 5日から25日迄,5日間隔で

計測し, すでに10日で成熟ラットの筋線維数に

達していたと報告し, また 成沢ら (1978)14)は,

ラットの長祉伸筋およびヒラメ筋において筋線維

数は生後 1日より増加傾向にあり, 3週から5週

で最高となるとしている｡ しかし,一方ではマウ

スの四肢筋の筋線維数は 出生時から24週迄, 疏

計的に差がなかったとの報告 もみられる (Rowe
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andGoldspink,19692))0

一方, 口腔 周 囲 の筋 についてみると, 渡 部

(1981)4)は, ラット軟口蓋筋の筋線維数を出生日

より60日まで5日間隔で計測 し,生後 1日と5

冒,20日と30日の間で有意な筋線維数の増加を

認めたと述べ,夏目 (1984)18)も, 家兎の口輪筋

について出生直後より180日迄の筋線維数を計測

した結果, 出生直後より10日頃迄は 急激に増加

し,30日以後 はあまり変化 しなかったとしてお

り,著者の結果と類似していた｡

さらに, 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋と口蓋帆張筋

の2群について各計測時における筋線維数を比較

してみると, 口蓋帆張筋の方が口蓋帆挙筋 ･口蓋

咽頭筋の筋線維数の約2倍を示していた｡ これは

口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の計測部位が軟口蓋正中

矢状断面部で,筋線維の分布が比較的疎な部分で

あったこと, それに対し口蓋帆張筋は翼状突起内

側板の外側に位置する筋線維の密な部分を計測し

たことの差異と考えられる｡

筋線維数における雌雄差について差を認めなか

ったが,この点について植木 (1957)3)もラットに

おいて, RoweandGoldspink(1969)'･)もまた

マウスにおいて,雌雄共,同名筋における筋線維

総数に明らかな差異はないと報告している｡

これらの結果から,器官としての筋の発生は早

い時期に終わると考えられ, さらにそれらが機能

を発揮するようになると筋線維数の増加でなく,

個々の筋線維の成長発達が著明に起こり, このこ

とが機能を果す上で有効であると考えるのが妥当

であろう｡

2) 赤筋,中間型筋,白筋線維数の推移

(1)加齢に伴 う口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の

赤筋,中間型筋,白筋線維数の推移

口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の赤筋線維数は生後 10

日が全期間中で最大であり,10日から25日,35

日と40日の間で明らかな減少を認めた｡

中間型筋線維は生後 10日で識別 されるように

なり,筋線維数は25日が最大値を示すが, その

後急激に減少し,30日と35日の間では明らかな

有意差が認められた｡

白筋線維も生後 10日から識別可能 となるが,

進 119

白筋線維数は初め 少なく10日が最小であるが30

日から40日の10日間で 急激に増加 し60日で最

大であった｡

以上の結果 から生後25日頃迄は,全筋線維数

のうち中間型筋線維と赤筋線維の占める割合,特

に中間型筋線椎数 が 白筋線維数 よりも遥かに多

く,遅筋的性質が強 く, それ以後は中間型筋線維

数と赤筋線維数は急激に減少し,逆に白筋線維数

が急激に増加し60日では仝筋線維数の74.2% を

も占めるようになり速筋的性質を示すにいたると

考えられる｡

中地ら (197837),197938,39))は, ネコ (成猫,

体重3.5-4.2kg) 軟 口蓋 筋 を SDH,PhR,

myosinATPase染色によって分析し,口蓋帆挙

筋は赤筋線維39%, 中間型筋線推61% で, 口蓋

筋は赤筋線維24%, 中間型筋線維54%, 白筋線

維22%であったと報 告 している｡ また井 上 ら

(1982)59)は, イヌの口蓋帆挙筋に電気刺激を与え

て生ずる機械的物理的変化を測定し, 口蓋帆挙筋

の機械的収縮特性を調べた結果, 口蓋帆挙筋は収

縮時間の面からは速筋と遅筋のほぼ中間に位置し

ていることを示し, この結果 は,前述の 中地ら

(197837),197938,39))の組織化学的研究 の結果か

らも推察できるとし,一方,筋長の変化が発生張

力に与える影響の面からは,速筋の有する特性に

近いとしている｡

また, 中地ら (197837),197938,39))はネコの口

蓋帆挙筋には 白筋繰椎が認められないにもかかわ

らず, 口蓋筋には白筋線維を認めたと報告してい

るが,今回著者は,ラットの口蓋帆挙筋と中地ら

(197837),197938,39))のいう口蓋筋に相当すると

思われる 口蓋咽頭筋を一塊 として観察 したため

に,3種の筋線維を確認できたのか, または使用

した実験動物の種類の違いによるものかは明確で

ない｡

鼻咽粧閉鎖機能という面からみると軟口蓋の挙

上運動を司さどる筋は, 口蓋帆挙筋と口蓋咽頭筋
/

の一部であり,特に口蓋帆挙筋は鼻咽蛙閉鎖機能

に大きく関与してることも知られている59)0

一方,筋線維の分化について菊地 (1966)21)は,

ラット前歴骨筋 の太さの推移を経時的に観察し
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て,骨格筋線維は分化の進化 と平行 して,形態的

にも,機能的にも変化 していくものと考えられる

とし,埜中 (1978)19)は, ラット長祉伸筋 と ヒラ

メ筋を出生直後から180日迄,ATPase染色を施

し, その発育分化を観察した結果, 赤筋 (Type

I),中間型筋 (TypeH A,ⅠIB),白筋 (Type

IIC)線維の3筋線維の相互間において可逆的分

化を認めたと報告 している｡

ラットの 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋 は生後 25日

頃迄は遅筋的性質が強いが, それ以後は速筋的性

質に移行 していくものと考えられ, 筋線椎の成長

過程で軟口蓋の運動の確立, すなわち鼻咽腔閉鎖

に積極的に働 く等の機能分化が示唆される｡

(2)加齢に伴 う口蓋帆張筋の赤筋,中間型

筋,白筋線維数の推移

口蓋帆張筋の赤筋線推数は3種の筋線維の中で

全期間を通して常に中間型筋, 白筋線維よりも数

が多 く,生後 1日と5日の問で筋線椎数は増加 し

て5日で最大となり,60日迄漸次減少する｡

中間型筋線維は生後 10日で識別 され,以後増

加傾向であり特に10日と15日, 30日と35日の

間で明らかな増加を認め60日で最大となる｡

白筋線維はほとんど認められず,45日頃に初め

て全筋線維数の約 2%に認められたが,以後の増

加, 減少の傾向は認 められず,前述の 口蓋帆挙

筋 ･口蓋咽頭筋でみられた組織化学的分析結果と

明らかに異なっていた｡

この点について中地ら (197837),197938,39)) は,

前述の同研究においてネコの口蓋帆張筋では,赤

筋線維 37%, 中間型筋線維が63% であって,大

部分は中間型筋線維から構成され, 白筋線維は認

められないとしている｡

本庄ら (1977)60)は, イヌ, サルの 口蓋帆張筋

の電気刺激実験で, 口蓋帆張筋自体は軟口蓋運動

に全 く関与 していないこと, またヒトにおいても

口蓋帆張筋切断手術症例について,発音,嘩下時

の口蓋運動をⅩ線的に観察 した結果,口蓋帆張筋

は軟口蓋機能に全 く関与 していないことを明らか

にし, 口蓋帆張筋の主機能は耳管関大にあること

が確認されたと報告している｡

著者の組織化学的分析 と本庄 ら (1977)60)の生

理機能分析との結果を併せ考えると, 口蓋帆張筋

は組織化学的に遅筋的で持続緊張性の 性質を有

し,軟口蓋の形態の保持に関与し,先の口蓋帆挙

筋 ･口蓋咽頭筋とは異なった性質を有 しているこ

とを明らかにし得たものと考える｡

(3)加齢に伴 う軟口蓋諸筋と排腹筋の赤筋,

中間型筋,白筋線維数の推移の比較

俳腹筋の計測範囲内での赤筋線維数は生後 1日

(39･0%)で, 中間型筋締推数 は5日 (60.2%)

で,それぞれ全期間中最大値を示し, それ以後は

漸次減少する傾向を示した｡ 一方,白筋線維数は

5日 (6.4%)より20日 (69.6%)頃迄急激に増

加 し, 60日では83.7% を示して, 計測範囲の大

部分は白筋線維によって 占められるようになる｡

中地 ら (197837),197938,39))は前述の研究でネ

コの俳腹筋は赤筋線推20%, 中間型筋顔維 56%,

白筋線維 24% で,一 方, ヒラメ筋は赤筋線維 28

%,中間型筋線維72%であったと報告している｡

Haltiaら (1978)22)は, ラットの長祉伸筋を出生

直後より180日迄観察 した結果,赤筋線維数は20

日と60日の間で約 10% 増加 し全体のほぼ30%を

占め, 中間型筋線推数は60日で全体の約 40%,

一方,白筋線維数は出生直後は全体の90%であっ

たものが,20日でほとんど消失 したと報告 してい

る｡

著者の結果において俳腹筋は,赤筋,中間型筋

線維数共出生直後で多 く, それ以後は急激な減少

傾向を示 し, 白筋線維数はそれとは対照的に生後

1日が最も少なく20日頃迄急激な増加傾向を示

し,10日頃で赤筋,中間型筋繰椎数よりも優位に

なった｡ このことは, 5日から10日に かけての

白筋線維数の急激な増加をも考慮すると,廉腹筋

は生後 10日頃迄は機能的に発達途上 にあり,10

日頃より以後はほぼ 速筋の性質を備えるものと推

察できる｡

以上の結果を踏まえて, ラットの軟口蓋筋と俳

腹筋の加齢に伴 う筋線維の成長過程を比較 してみ

ると, 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の初期の頃は遅筋

的傾向で,30日から40日にかけて速筋的傾向へ

と変化するのに対 し,俳腹筋では生後 5日から20

日と早期に遅筋から速筋へと移行する傾向を示し
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ていた｡一方,口蓋帆張筋では前述の両筋と異な

り,全般的に遅筋的傾向を示していた｡

以上の結果は, ラットの誹腹筋が走行機能と関

連し,成長過程において早期に機能の分化が進む

のに対 して,軟口蓋を構成する諸筋では晴乳 (坐

後25日頃迄)から固形物摂取 -の食性の変化な

どと関連 して,機能分化を示すものと考えられ

る｡ しかも,加齢による筋線維の太さの推移をみ

ると,写真 1-9に示す如 く, 口蓋帆挙筋 ･口蓋

咽頭筋 (写真 1-3)および 口蓋帆張筋 (写真4

-6)がそれぞれの時期において太さを増しては

いるが, その差が小さいのに比較 して,誹腹筋

(写真7-9)では太さの増大が著明で,機能の

大きさが両者の間で明らかに異なることを示して

いると考えられる｡ さらに,組織化学的に口蓋帆

挙筋 ･口蓋咽頭筋群と口蓋帆張筋との間に明らか

な差を認めたことは,軟口蓋の機能に関与する両

筋の差を示すものとして興味ある所見であった｡

尚,雌雄差については軟口蓋筋,誹腹筋共に認

められなかったが, この点 について的場 (1976)

20)もマウスのヒラメ筋の筋線維を組織化学的に分

類し,加齢時における各筋線維の雌雄差を比較検

討した結果,生後 9過迄は有意差は認められなか

ったと報告している｡

Ⅴ. 結 論

軟口蓋筋の出生後の発達過程を組織化学的に追

究する目的で, ウィスター系ラットの生後 1日よ

り60日迄を5日間隔に13群 に 区分 し,各群 10

匹 (雌雄各5匹,但 し1日と5日は雌雄の区別困

難なため任意の10匹とした),計 130匹について

加齢に伴 う赤筋,中間型筋, 白筋線維数の推移を

光線顕微鏡下に観察した｡ 計測部位は軟口蓋鼻咽

腔側に位置する 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋および側

頭骨鼓室胞前方に位置する 口蓋帆張筋の全範囲と

し, また対照として俳腹筋外側頭外側の筋腹中央

部の一区画内の赤筋, 中間型筋,白筋線維数を計

測した｡

1. 加齢に伴う筋線維数の推移

1) 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋の筋繰総数は,

生後 1日 と5日,5日 と10日の間 で有意 (P<
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0.01)な増加を認めたが, それ以後の増加は認め

られなかった｡ 生後 1日の筋線維数は平均 (MN

土SE)164.7土6.9個, 10日で232.0土12･3個,

60日で260.7土19.9個であった｡

2) 口蓋帆張筋 は,生後 1日 (350.2土29.7

個)と5日 (456.3±18.8個)の間 (P<0.01)で

筋線維数の明らかな増加を認めたが,以後60日

(512.2土26.1個)迄増加は認めなかった｡

2. 加齢に伴う赤筋,中間型筋,白筋線維数

の推移

1) 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋

赤筋線維数 :生後 10日 (107.5土7.9個) が全

期間中最大であり以後は10日と15日(72.8土9.2

個)の間 (P<0.05), 15日と20日 (34.4土2.8

個)の間 (P<0.01),20日と25日 (19.6土4.7

個)の間 ((P<0.02), および35日 (15.9土4.0

個)と40日 (2.6土1.2個)の間(P<0.01)に筋

締結数の減少を認めた｡

中間型筋線稚数 :生 後 10日 (118.6土9.8個)

で 中間型筋線維 の識 別 が 明 らかとなる｡25日

(180.2土12.4個)で筋線維数は仝期間中で最大と

なるが以後は減少 し,特に30日 (161.6土11.8

個)と35日 (98.4土14.3個)の間 (P<0.01)で

著明であった｡

白筋線維数 :生後 10日 (5.9土2.5個)で 白筋

線維の識別が明らかになるが,初期のうちは筋線

維数は非常 に少ない｡ しかし30日 (28.5土8.1

個)以後は漸次増加 し30日と35日(100.6土11.0

価)の間 (P<0.01),35日と40日 (140.4土13.8

個)の間 (P<0.05)に著明な増加を認めた｡

2) 口蓋帆張筋

赤筋線椎数 :赤筋線維数は全期間を通して常に

中間型筋,白筋線維数よりも多い｡筋線維数は生

後 lロ (337.7土31.1個) と5日 (425.8土20.2

個)の間 (P<0.05)で増加 し5日で 仝期間中最

大となるが,以後60日 (316.6土19.5個)迄漸次

減少する｡

中間型筋線椎数 :中間 型 筋繰 経 は生後 10日

(38.1土9.6個)で識別が明瞭になり,以後は増加

傾向にあり,10日と15日 (85.3土11.7個)の間

(P<0.01),30日 (93.0土6.5個)と35日 (167.6
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土17.0個)の間 (P<0.01)で著明な 増加を認め

た ｡

白筋線維数 :白筋線維は全期間中ほとんど認め

られず, 45日 (17.2±9.6個)か ら60日 (8.8土

2.5個)の間でも筋線維数の増加, 減少傾向は認

め られなか った｡

3) 排腹筋

赤筋線推数 :生後 1日で39.0%と仝期間中で最

大でその後 15日の 10.6% 迄急激に減少 し, 以後

ほとんど変化は認められない｡

中間型筋緑稚数 ;生後 5日に60.2%と全期間中

で最大を示 し, 20日は22.3%に減少 し60日では

5.5% であ った｡

白筋線維数 :生後 1日では4.2% と全期間中で

最小で,15日で63.6% と急激に増加 し60日には

83.7% を示 した｡

3. 性差はすべての筋において,ノその筋線維数

および赤筋, 中間型筋,白筋線維数のいずれも認

められなかった｡

4. 以上の結果から,組織化学的には,加齢に

伴い口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋 と誹腹筋は遅筋的性

質から速筋的性質に移行 し, 口蓋帆張筋は全期蘭

を通 して遅筋的で持続緊張性の性質を有すること

が示された｡

稿を終わるにあた り,終始御懇篤なる御指導,刺

校閲を賜わった本学口腔解剖学第 2教室恩師小林茂

夫教授に渓甚なる謝意を表します｡また,同じく御

指導,御校閲を賜わった恩師大橋靖教授に心より感

謝いたします｡さらに種々御協力頂いた口腔外科学

第 2教室,口腔解剖学第 2教室ならびに口腔病理学

教室の各位に謝意を表します｡

本論文の要旨の一部は, 第 38回日本口腔科学会

総会 (昭和 59年 5月18日,東京)において発表し

た ｡
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付 図 説 明

R:赤筋線維 Ⅰ:中間型筋線維

W:白筋線維

写真 1. 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋､生後 1日､myosinATPase染色.×100

写真2. 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋､生後25日､myosinATPase染色.×100

写真3. 口蓋帆挙筋 ･口蓋咽頭筋､生後60日､myosinATPase染色.×100

写真4. 口蓋帆張筋､生後 1日､my｡sinATPase染色.klOO

写真5. 口蓋帆張筋､生後25日､myosinATPase染色.×100

写真6. 口蓋帆張筋､生後60日､myosinATPase染色.×100

写真7. 俳腹筋､生後 1日､myosinATPase染色.×100

写真8. 俳腹筋､生後25日､myosinATPase染色.×100

写真9. 俳腹筋､生後60日､myosinATPase染色.×100
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写 真 1

写 真 3
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写 真 4

写 真 5

写 真 6
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写 真 7

写 真 8

写 真 9
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