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|短報|

アガロース膜電気泳動法による牛のクレアチンキナーゼアイソザイム
およびアイソフォーム

佐藤千尋1) 大山貴行1) 千葉伸1)

木戸口勝彰1)t 安田準2)

1)岩手県中央家畜保健衛生所 2) 岩手大学農学部 共同獣医学科

(2013年8月27日受付・ 2013年10月10日受理)

要約 ヒト用に市販されているクレアチンキナーゼ (CK)アイソザイム分析キット(アガロー

ス膜電気泳動・酵素染色法)を用い，牛のCKアイソザイム分画とMM分画アイソフォームを検索した

健常牛として晴乳午，育成牛初期，育成牛後期，成牛の計34頭を，疾病牛として白筋症牛6頭を材料に

用いた 健常牛の総CK活性値は85.6::t 28.6 IU/ Q (平均値±標準偏差)で発育ステージによる差は認

められなかった.その一方で， CKアイソザイム分画は加齢に伴った変化がみられ，日甫乳午では脳神経

型 (BB)，骨格筋型 (MM) ミトコンドリアCK(mCK)の3分画に，育成牛ではそれらに加えMMと

mCKとの聞に出現したOther-1分画の 4分画に，成牛ではBB分画が消失してMM，Other-1， mCKの3

分画に分離された.牛ではハイブリッド型または心筋型 (MB)分画は認められなかった. MM分画ア

イソフォームは， MM1， MM2， MM3の3分画に分離され，発育に伴いMM1の割合が増え， MM2およ

びMM3の割合が減少する傾向にあった白筋症牛では，総CK活性値の著増を示したが，それはMM分

画の増加に起因していた 6頭中 2頭ではBBとMMの聞にOther-2分画が出現し，健常牛とは異なるア

イソザイムパターンが認められた またMM分画アイソフォームは， MM1の割合が減少し， MM2の割

合が上昇していた 以上から，牛におけるCKアイソザイムおよびアイソフォーム分析は，年(月)齢

の違いに注意を要するものの，病態把握に活用できると期待される 今後は，他の家畜では報告のない

アイソザイム分画の検証等を含めた，分析の有用性の検討が必要である

一一キーワード:牛血清，クレアチンキナーゼ (CK)，アイソザイム， MM分画アイソフォーム，白筋症
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クレアチンキナーゼ (CK)は医学や獣医学の臨床検

査で用いられている酵素であり，アデノシン二リン酸

(ADP) をクレアチンリン酸でリン酸化し筋収縮に

必要なアデノシン三リン酸 (ATP) を産生する反応を

触媒する [lJ.CKアイソザイム分画は，細胞質内に局

在する脳神経型 (BB)，ハイブリッド型，心筋型 (MB)， 

骨格筋型 (MM)が知られているが，この他にミトコン

ドリアに局在するミトコンドリアCK(mCK)が報告さ

れている[1.2J.犬や猫でもヒトと同様にCKアイソザ

イム分画を解析することにより，脳神経系 [1，3].心筋 [4，

5]. 骨格筋 [6Jなどの疾患の補助診断が可能で、ある.

またヒトではMM分画のアイソフォームを分析すること

T 連絡責任者:木戸口勝彰(岩手県中央家畜保健衛生所)

により心筋疾患などの進行状況を推察できる [2].

近年， CKアイソザイム分画の測定系における電気泳

動の支持体が，セルロースアセテート膜からアガロース

膜に変わったことで，アイソザイム分画の分離能が大幅

に向上した.獣医臨床でもアガロース膜電気泳動法によ

るCKアイソザイムの分画が犬で行われているが[1，7J.

牛ではこのような報告はない.そこで，健常牛における

CKアイソザイムやMM分画のアイソフォームの基準値

を解析するとともに，骨格筋疾病の典型例である白筋症

に催患した牛についても同様の解析を行い，疾病との関

係を調べた

健常牛として臨床的に異常が認められないホルスタイ
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ン種計17頭，黒毛和種計17頭を供試した疾病牛として

組織検査により骨格筋および平滑筋のぴまん性硝子様変

性が認められ，血清セレン濃度の欠乏 (23~49 ng/mQ) 

を示したことから白筋症牛と診断された起立不能午6頭

を供試した(表 1).これらの牛から血清を採取し測

定まで-20
0

Cで保存した 総CK活性値はドライケミスト

リー血清生化学分析装置(富士ドライケム3500V;富士

フィルムメデイカル，東京)で測定し，アイソザイムお

よびアイソフォーム分析はアガロース膜電気泳動・酵素

染色法(クイックジ、エルCK'タイタンジ、エルCK;ヘレ

ナ研究所，埼玉)にて製品取り扱い説明書に従って行っ

た 電気泳動は，保冷剤による冷却下で行い，アイソザ

イムは250V， 7分間，アイソフォームは200V， 60分

間とした.アガロース膜上に染色されたザイモグラムと

して，デンシトメーター(クイックスキャン;ヘレナ研

究所，埼玉)を用いて，波長570nmでのアイソザイム

分画およびアイソフォーム分画の各比率を求めた. CK 

アイソザイム分間の決定は ヒト血清CKアイソザイム

の電気泳動の移動度に準じて，出現したバンドを陽極側

から陰極側にBB，MBおよびMM分画と判断した.また

mCK分画の確認は，血清を予め熱処理 (56
0

C， 1分)

表 1.供試牛の発育ステージと品種別頭数

区 分

健康牛

日甫乳牛 (2 日 ~1 カ月齢)

育成牛初期 (5~7 カ月齢)

育成牛後期 (13~ 17カ月歯令)

成牛 (2~8 歳齢)

白筋症牛 (12~17カ月齢)

表2. 供試牛における総CK活性値

区 分 頭数

健康牛 34 

日甫乳牛 (2 日 ~1 カ月齢) 12 

育成牛初期 (5~7 カ月齢) 8 

育成牛後期 (13~17カ月齢) 5 

成牛 (2~8 歳齢) 9 

白筋症牛 (l2~17カ月齢) 6 

または等量の 4M尿素と混合後同様に泳動し，尿素処

理により消失し熱処理に残存する分画をmCKと判定

した [8]. さらに， ヒトにおける既報 [2J と異なる位

置に出現を認めた分画は， Other-1， Other-2と表記した

発育ステージごとの品種聞の有意差および白筋症牛と同

月齢の有意差検定は正規性検定，等分散性検定を行い，

等分散とみなせる場合はStudent'st検定を，みなせな

い場合はMann-Whitney'sU検定を行ったなお，検体

数が少ない育成牛初期および後期における品種聞の有意

差検定は実施できなかった.

健常牛における総CK活性値は品種間および区分によ

る差は認められず， 85.6 :1: 28.6 IUI Q (平均値土標準

偏差)であった(表 2). しかしながらCKアイソザイ

ムは区分により出現する分画に変化が認められた(図

1) .すなわち， P甫乳牛は陽極側からBB，MM， mCK 

の3分画に，育成牛はBB，MM， Other四1，mCKの4分

画に，成牛はMM，Other-1， mCKの3分画に分離され

たまた，全ての供試牛からMB分画は検出されなかっ

た. CKアイソザ、イム分画の各割合を調べたところ(表

3，図 1)，MM分画はいずれの区分でも多くを占め，

34~50% であった. mCK 分画は晴乳牛，育成牛では31

ホルスタイン種 黒毛和種 計

17 17 34 

6 6 12 

2 6 8 

5 。 5 

4 5 9 

6 。 6 

総CK活性値 (IUIQ) 

ホルスタイン種 黒毛和種

59.8:1: 7.1 96.3:1:58.0 

(49~72) (55~200) 

116.0土1.4 90.3:1:8.6 

(115~117) (80~105) 

84.2:1: 18.7 

(58~ 109) 

82.3:1: 18.9 90.0:1:8.3 

(60~ 102) (82~ 103) 

5，500.5:1: 3，541.3 

(660~ 10，000) 

活性値は平均値±標準偏差を示し， ( )内は最小値および最大値を示す.

-161一



円 日
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MM 

| 成牛|

図 1.健常牛および白筋症牛におけるCKアイソザイムの代表的な泳動像

表 3. 1:共試牛におけるCKアイ ソザイム分画の割合

区 分 頭数
CKアイソザイム分画 (%)

BB Other-2 MM Other-1 mCK 

健常牛

H甫乳牛 ( 2 日 ~ 1 カ月齢) 12 15.7::t 10.7 。 50.3::t 16.6 。 31.4::t 16.6 

育成牛初期 (5 ~ 7 カ月歯令) 8 9.8::t 13.9 。 33.8::t 10.0 10.7::t 12.7 45.7::t 9.0 

育成牛後期 (l 3~ 17カ月齢) 5 3.1 ::t 1.7 。 44.2::t 23.2a 1O.2::t 13.9 42.5::t 15.2b 

成牛 (2 ~ 8 歳齢) 9 。 。 50.5::t 15.8 31.5::t 17.1 18.1 ::t 16.5 

白筋症牛 (l 2~ 17カ月歯令) 6 。 1.0::t 1.6 96.4::t2.5" 。 2.6::t 2.2b 

平均値±標準偏差

問符号聞に有意差あり (a，bρ<0.01) 

~46%の範囲であったが成牛で18% と低くなる傾向

にあった BB分画は加齢とともに低下し，晴乳牛では

16%であったが，成牛では検出されなかった これと

は逆に， Other-1 分画は加齢とともに増加し，成牛では

32%を占めるまでに至っ た このように，健常牛におい

ては，総CK活性値は大きく変わらないものの， CKアイ

ソザイム分画比率が加齢によ り変化することが明らかと

なった

CKアイソザイム分画は 篤ではBB，MB，亜分画，

MM1， MM2の 5分画 [9]，犬ではBB，MB， MM， 

mCKの 4分画[7]，猫ではBB，MB，マクロCK1，

MM，mCKの5分画[1]であることが報告されており，

動物種によって異なるパターンを示す.矢島らはヒト用

に開発されたアガロース膜電気泳動j去によるCKアイソ

ザイム分析キットが犬でも測定できることを報告してい

るが[7]，今回の検査結果から，牛にもこのキットが適

用可能であることが明らかとなった 加齢に伴う細胞質

由来CKアイソザイムの分画比率の変化については，ヒ

トおよび犬においてBB分画は若齢ほど高値を示すこと

が知られている [10J ラットの個体発生においては，

胎子の初期段階ではすべてBB分画であり，発生段階が

進むにつれて骨格筋ではMB分画からMM分画に変化す

ることが報告されている[11] 牛においてもBB分画は
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加齢とともに減少するという変化パターンが他の動物種

と類似していた.このことは 牛のCKアイソザイムの

評価にあっては，検査対象の発育ステージを考慮すべき

であることを意味している.

mCK分画は免疫化学的に細胞質由来のCKアイソザイ

ムとは異なり，筋肉では酸化的リン酸化により 産生さ

れたミトコンドリア内エネルギー (ATP)を触媒して

ミトコンドリア外に転送し細胞質内のCK-MMによ り

ATPとして筋収縮に使用される日2]. ヒトの血清中に

も生理的に 5~10%程度存在する [12J 健常な犬や猫

でもmCKが存在するとの報告があるが[1]，獣医臨床

的意義については不明で、あり，今後の検討が必要である

今回の牛CKアイソザイム検査では，健常牛の育成期

以降にMM分画とmCK分画の聞に明瞭なOther-1分画が

出現したが，この分画は他の家畜での報告は見当たらな

いため， さらなる情報の蓄積が待たれるところである

MM分画のアイソフォームはMM1，MM2， MM3に

分離され，区分によりその割合が異なっていた (表4，

図2).すなわち，発育に伴いMM1の割合が上昇し，

MM2とMM3の割合が減少する傾向にあった総CK活

性値が70IU/ Q， 以下またはMM分画が少ない晴乳牛，育

成牛の一部では，MM分画のアイソフォームは検出され

なかった



表4. {共試牛におけるCKアイソフォ ーム分画の割合

区 分 頭数
M Mアイソフォーム分画 (%)

MM1 MM2 MM3 

健常牛

晴乳牛 (2日-1カ月齢) 12 24.7:t 12.1 35.7:t 3.1 40.3:t 14.0 

育成牛初期 (5 -7カ月齢) 8 41.8土 15.9 24.7:t 10.6 33.3:t 21.5 

育成牛後期 (13-17カ月齢) 5 54.2 :t 13.1 a 21.9 :t 4.1 b 23.9:t 12.8 

成牛 (2 -8歳齢) 9 69.0:t 33.2 1O.4:t 11.0 20.6:t 31.8 

白筋症牛 (12-17カ月齢) 6 27.4:t l1.7a 37.1 :t 2.4b 35.5:t 11.3 

平均値±標準偏差

問符号間に有意差あり (a，b:ρく0.05)

巨コ Eコ
MM:1 品位112

面白111

|帆牛 | 白筋症牛

図2.健常牛および白筋症牛におけるMM分画アイソフォ ームの代表的な泳動像

牛の白筋症は骨格筋の変性を主徴とする疾患であり，

;](iCK活性値の著増が見られる[l3J。本報においても，

セレン欠乏による白筋症起立不能牛では，総CKi活性値

の著増が認められた (表 2) これはMM分画の著増に

起因しており(表 3，図 1)，骨格筋の変性を意味して

いる 白筋症では心筋変性を主徴とする心筋型もあるこ

とから [13]， CKアイソザイム分析により病型分類の可

能性が期待される。

白筋症牛の 6頭中 2頭ではMM分画の陽極側，すなわ

ちBB分画との聞にOther-2分画の出現がわず、かに認めら

れた (表 3，図 1) この分画はザイモグラムの検出部

位からマクロCKであることが予測される ヒトのマク

ロCKはBB分画と免疫グロプリンが結合したものとされ

日4]，悪性腫蕩の際に出現することがあると報告され

ているが日5]，まだその意義は明らかにされていない

今回検出されたOther-2分画および、Other-1分画がCK以

外の非特異的な成分を検出している可能性も含め，さら

なるf食討が必要である.

MM分画のアイソフォームは，健常な日前乳牛では

MM3の割合が，育成牛および成牛ではMM1の割合が高

くなっていたが，白筋症牛ではMM2あるいはMM3の割

合が高い個体が存在した(表 4，図2) これは幼若牛

型に類似し骨格筋の再生を意味しているのかも知れ

ない また，ヒトにおける心筋梗塞例では，発症初期

にMM3が優位で，経過とともにMM2，M M1が優位に

なるという報告がある [2J. M M分画アイソフォームは

MM3からM M1に変換されて網内系組織に取り込まれ処

理されると考えられている日6J 乳熱からダウナー症

候群に至り死亡する場合，心筋壊死が要因として考えら

れていることから口7J，MM分画アイソフォームの検

索は病態把握に活用できると期待される

以上のことから，牛のCK分画において，ヒトでの常

法であるアガロース膜電気泳動 -酵素染色法が適用可能

であることが明らかとな った 牛におけるCKアイソザ

イムおよびアイソフォーム測定の有用性については引き

続き検討していく必要があると思われた
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Isozyme and isoform analysis of bovine creatine kinase by 
agarose membrane electrophoresis 
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ABSTRACT Isozym巴sand isoforms of bovine creatine kinase (CK) were analyzed using an 

isozyme analysis kit that was developed for human CK bas巴don agarose membrane electrophoresis 

and enzymatic staining technologies. Samples were obtained from 34 healthy cows. comprised of suckler 

calves. early-and late-phase growing calves and adults. and six cows with white muscle disease (WMD). 

In healthy cows. the mean total CK activity was 85.6 ::t 28.6 IU/ Q • and th巴 CKfraction pattern was 

affected by age. Suckler calves showed brain-type (BB). skeletal muscle-typ巴 (MM)and mitochondrial 

(mCK) isozymes. whereas growing calves had an additional isozyme (termed “Other-1") that was 

detected between th巴MMand mCK isozymes. In adults. all of those isozymes except BB were pr巴sent.

The hybrid or cardiac muscle-type (MB) isozyme was not detected in all samples. The MM  isozyme 

was further divided into three isoforms. MMl. MM2 and MM3. The ratio of MM1 tended to increase 

with age. while those of MM2 and MM3 decreased. WMD cows. which had damage to the skeletal 

muscle. showed a marked increase in total CK activity as a result of the巴levatedlevel of MM. In some 

WMD samples. the isozyme pattern was different from those of healthy cows with an additional fraction 

b巴tweenthe BB and MM  isozymes (termed“Other-2"). In addition. the ratio of MM1 was decreased. 

wh巴reasthat of MM2 was increased. These results indicate that the isozyme analysis kit for human 

CK is also applicable to cows. It is expected that results obtain巴dwith this kit can provide a basis 

for diagnosis of WMD. although age-dependent changes should be taken into consideration. Further 

examinations such as CK fraction patterns in other diseases and comparison with other animal species 

are necessary to confirm the validity of this method. 

一-KeyWords : bovine serum. creatine kinase にK).isozyme. MM  isoform. white muscle diseas巴
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