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研究成果の概要（和文）：脱神経筋モデル動物を用いて、骨格筋の線維化および萎縮因子を指標に伸張運動の効果を検
討した。線維化に関与するTGF‑beta 1、α‑SMA、collagen、筋量をコントロールするmyostatin、筋特異的ユビキチン
キナーゼであるMuRF1、atrogin‑1は脱神経によって早期に増加した。さらに脱神経筋に対してゆっくりとした他動的伸
張運動を加えたところ、それら因子は伸張運動を加えない群よりも著しく増加した。ゆっくりとした伸張運動は骨格筋
の線維化および萎縮を助長するのかもしれない。

研究成果の概要（英文）：Although the electrical stimulation and stretching are often used in rehabilitatio
n to treat denervated muscles, an accomplished treatment method has not been established. We therefore inv
estigated the effect of stretch to skeletal muscle fibrosis and atrophy using an animal model of muscle de
nervation. The transforming growth factor‑beta 1, alpha‑smooth muscle actin and collagen which are related
to tissue fibrosis, myostatin, which controls the muscle mass, and muscle RING‑Finger Protein‑1 and atrog
in‑1, which are muscle specific ubiquitin kinases, were up‑regulated in plantaris muscle in early stage o
f sciatic nerve denervation. Furthermore, these factors were significant increased after 0.5 times/min pas
sive stretch in denervated muscle compared with non‑stretched denervated muscle. These results might sugge
st that the slow stretching exercise promotes fibrosis and atrophy in denervated muscle.

研究分野： 理学療法学
科研費の分科・細目： 人間医工学・リハビリテーション科学・福祉工学
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３．研究の方法
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２．研究の目的
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mRNA 発現量の変化
脱神経群の体重に対する足底筋湿重量は
対照群の足底筋湿重量に対して、7 日目以降
に有意に減少した。TGF‑b 1、alpha‑SMA、Col
Ⅰa2、ColⅢa1 mRNA 発現量は、それぞれ脱神
経 3 日後、7 日後、5 日後、5 日後に有意に増
加した。また、myostatin、MuRF1、atrogin‑1
mRNA 発現量は、それぞれ脱神経 1 日後、3 日
後、3 日後に有意に増加した。

（３）他動的伸張運動による筋損傷の発生
脱神経群および他動的伸張運動群では若
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（２）脱神経筋に対する他動的伸張運動の効
果
足底筋湿重量は 4 群間で有意な差は見られ
なかった。

以上の結果より、坐骨神経切断によって脱
神経された足底筋に対する他動的伸張運動
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他動的伸張運動は運動速度、伸張保持時間、
伸張トルクなど様々な要因により規定され
る。また、足関節の場合、背屈筋が伸張され
ている間は底屈筋が短縮位となり、逆に底屈
筋が伸張されている間は背屈筋が短縮位と
なるという関係がある。骨格筋は短縮位に保
持されると萎縮しやすいことが知られてお

り、今回の研究では底背屈運動中に短縮位を
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の研究結果は、脱神経筋に対してリハビリテ
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ーションを行う際の一つの非効果的な方法
を提供しているかもしれない。例えば、腓骨
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に伸張運動を行う場合があるが、伸張運動中
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は前脛骨筋が短縮位となる。今回の研究結果
から、ゆっくりとした伸張運動によって前脛
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筋にとってはむしろ有害な状態を強いられ
ることが推測される。
今後は、他動的伸張運動の運動速度、伸張
保持時間、伸張トルク、運動パターンなどそ
れぞれに線維化や筋萎縮を抑制する方法や
助長する方法などを検討し、リハビリテーシ
ョンの科学的基盤を形成する必要がある。今
回、HGF 投与に至らなかった。HGF は脱神経 7
日後頃をピークに発現上昇して筋衛星細胞
の活性化を刺激して筋細胞の増殖に働くが、
Atrogin‑1 は筋細胞増殖に抑制的に働く。こ
の二つのバランスの制御が骨格筋の肥大・萎
縮にどのように関与しているのか検討する
必要がある。
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