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鶏の頚二腹筋を用いた筋線維総数推定のための簡便法の検討

仁木隆博・芝田 猛

Study of simple methods to estimate number of muscle fibers by using M biventer cervicis of chicken 

Takahiro NIKKI and Takeshi SHIBATA 

(Received 30 September 2009 ; accepted 30 November 2009) 

1n the present experiment we used the planimeter method and a method using paper weight to estimate the 

number of muscle fibers in Mbiνenter cervicis cross section of chicken. Actual counts of the number of 

fibers were also made to investigate which of the estimations more closely approached the actual values. 

Mbiventer cervicis was obtained from 6 male chickens (White Leghom， commerciaI). Frozen sections were 

prepared with a cryostat and then stained with NADH-tetrazolium reductase (TR) to make test specimens. 

Fractional photographs of the cross sections with the largest cross-sectional areas were taken under a 

microscope at a magnification of X 20， and those photos were then combined to reproduce a photo of the 

entire cross section at a maximum magnification of X 105. Using these reproduced photos， actual counts of 

the number of muscle fibers and estimates using the planimeter and paper weight methods were made. The 

degree of enor between the actual numbers and each of the estimated values was calculated. We found that 

estimates using both the planimeter and paper weight methods closely approximated the actual counts. 

However， we found that in the degree of enor of the estimates against the actual count values， the arcsine 

conversion value tended to be smaller with the paper weight method than with the planimeter method， and 

moreover that the degree of enor itself was significantly smaller(P<O. 05). Therefore， the paper weight 

method is considered more suitable than the planimeter method in estimating numbers of muscle fibers. 

緒 日

骨格筋の重量に関する要因のーっとして，筋線維数の

変動が上げられるが，筋線維数を実測することは容易で

はない.鶏においては，成長に伴う骨格筋重量の増加に

及ぼす筋線維数の影響が内藤と野口(1)， Smith (2)， 

Moss ( 3 ) ， Mizuno and Hikami ( 4 )および菊地と玉手(5 ) 

らによって検討されている.これらの報告のいくつかで

は，対象とする骨格筋の切片について，単位面積あたり

の筋線維数を実測し，プラニメータ一法(1， 4)あるい

は紙重量法(5 )によって当該切片の筋線維総数が推定

されている.骨格筋切片の筋線維総数を実測することは，

骨格筋が大きいほど閤難であるため，このような推定法

は重要と思われる.しかし，切片全体の筋繰維総数が不
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明であるため，いずれの方法で得られた推定値が筋線維

総数の実数に近似、するかは明確で、なく，この点について

これまで検討された報告は見あたらない.

鶏の頚部背側に位置する頚二腹筋(Mbiventer ce内 icis)

は小さく，しかも幅が一定で細長い形状であり，その中

央部の横断切片において筋線維総数を実測することが可

能である.本実験ではこの頚二腹筋(Mbi~四ter cervicis) 

をモデルとして，筋線維総数の実測値とプラニメーター

法および紙重量法で求めた総数の推定値とを比較し，い

ずれの推定値が実測値により近似するかを検討した.

材料および方法

供試鶏として白色レグホーン系コマーシャル雄雛6羽

を用いた.鶏は初生から常法に準拠して飼育し， 70日齢

時に体重淵定後，ネンブタール麻酔下で放血屠殺した.
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供試筋として頚二腹筋 (Mbiventer cervicis) を描出し，

その筋肉の中央部から幅約 5mmに横断した筋肉片を市

販の剃万にて切り出し整形後，産佳約 1cmの円形ろ紙の

中央に筋肉片の横断面を付蒼させドライアイスーイソベ

ンタン (-78"C)にて凍結した.凍結後，クリオスタッ

ト (SL E E社製)を用いて厚さ15μmの1m片を作製し，

NADH -tetrazolium reductase (TR)染色を施した.染色

した切片のうち筋肉の横断面積が最大のものを選び，顕

微鏡を用いてその切片の左上部から右方向へ}IJ真に倍率20

倍にて一分画づっ写真撮影した後，すべての分画部分を

組み合わせて切片全体後の拡大写真 (x105)を作製した.

供試切片の筋親維総数の実測には市販のカウンターを

用い，筋束ごとの筋線維数を正確に数え，すべての筋束

の筋線維数を加算して筋線維総数とした.つぎに，プラ

ニメーター法については前述の拡大写真において，切片

の外周の輪郭をトレース紙に写し取り，市販のプラニ

メーターを用いて，外周の輪郭から供試切片の全面積を

計測した.さらに，筋束周辺の血管や結合組織部分の面

積をプラニメーターにて計測し，全面積からこれらの血

管や結合組織部分の面積を差し51いて筋東部分のみの面

積を算出した.これを 3回繰り返しその平均値を筋東部

分の面積とした.その後，供試切片の中央部とその左右

の中央部の計3ヶ所から筋線維のみで構成される部分を

任意に選び，これらの部分の単位面積 (100cm)あたりの

筋線維数をそれぞ、れ3回づっ計測し，王子均舗を算出した.

この平均値から供試筋のすべての筋東部分の面積に相当

する筋線維の総数を換算し，推定値を求めた.紙重量法

については，前述した供試切片全体像の顕微鏡拡大写真

のすべての部位をあらかじめ紙が同一であることを確認

したコピー用紙にて複写し，棲写した用紙をつなぎ合わ

せて切片全体像の拡大写真と同じ大きさのコピーを作成

した.つぎに，そのコピー用紙上における筋束周辺の血

管や結合組織部分を鋲で丁寧に切り除いたのち，すべて

の筋束部分，すなわち筋線維部分を切り出し，それらを

合わせて全筋束部分の紙重量を測定した.その後，プラ

ニメーター法で選定しすでに筋線維数が求められている

切片中央部とその左右の計3ヶ所について，単位面積

(100cm)あたりの紙重量を 3囲測定し，その平均値を求

めた.この値と供試切片の面積とから比例計算により，

切片全体の筋線維総数を推定した.さらに，プラニメー

ター法および紙重量法で求めた推定値の筋線維数実測債

に対する誤差率および誤葦率のアークサイン変換値を求

め比較した.

測定結果については， Student' s t testによる有意差検定

を行った.

結果および考察

頚二腹筋の重量ならびに筋線維数の実測値，プラニ

メータ一法および紙重量法による推定値を示すとTable

lのとおりである.筋肉重量はほぼ一定した値を示した

のに対して，筋線維数の実測値には若干の個体差があっ

た.筋続維数の実測値と推定値との比較では，プラニメー

タ一法，紙重量法いずれにおいても，実測値とよく近似

する髄体と比較的大きく異なる個体とがあった.しかし，

おのおのの推定債の平均値は実測値との開で有意差は認

められず， 2つの方法ともに実測備に対する近似性は示

された.一方，これらの方法による推定錨聞の比較では

Table 1. Body weight， and weight and total fiber number of Mbiventer cervicis in chickens 

lndividual 

number 

2 

3 

4 

5 

6 

Mean 

土S.D.

Body wt. (g) 

1079 

1031 

1122 

1066 

1108 

1115 

1087 

土35

Mbiventer 

cervicis wt. (g) 

0.40 

0.39 

0.41 

0.39 

0.37 

0.40 

0.39 

土0.01

Total fiber number of Mbiventer cervicis 

Acutual Estimated number Estimated number 

numb巴r using planimeter using paper weight 

method method 

6132 5513 5980 

7141 7491 6895 

7353 7375 7266 

7442 6683 7247 

6927 7396 7188 

6809 6360 6949 

6967 6803 6921 

こと475 ::1::742 土487

Body weight was evaluated by subtracting digestive tract content weight. 
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Table 2. Degree of巴町orand arcsine conversion value between actual numb巴rsand each of the estimated values 

using th巴 planimeterand paper weight methods on total fiber number of Mbiventer cervicis in chickens 

D'egree of error of the estimated values to actual numb巴rs

Planirr附 rmethod Pap巴rweight method lndividual 

number Degree Arcsin巴 con- Degree Arcsine con四

of巴汀OI・ version value of error version valu巴

10.09 0.646 2.48 0.317 

4.90 0.446 3.44 0.375 

0.30 0.110 1.18 0.219 

10.20 0.650 2.62 0.324 

6.77 0.525 3.77 0.390 

6.59 0.519 2.06 0.288 

2

3

4

5

6

 

Mean 6.48 

:t3.68 

0.483 

:t0.119 土S.D.

2.59 

:t0.94* 

0.319 

:t0.064 

1) Degree of error: I acutual number一巴stimatedvalue I --;-actual number X 100. 

2) M巴ansbetw巴eneach of the estimated valu巴susing both methods differ significantly ( * : Pく0.05).

3) Means betwe巴neach of arcsine conversion values using both m巴thodsare not shown the significant differ巴nce.

有意差は認められなかったが紙重量法による推定値が

プラニメーター法による推定値より，実測値により近似

する傾向が示された.プラニメータ一法ではトレースに

写し取った切片像から凪管や結合組織を除いて，筋束(筋

線維)の面積を測定するため，複雑な形状の面接測定を

せざるを得ず，このことが測定誤差を大きくしたものと

思われる.これに対して，紙重量法では，筋束部分の形

状が複雑化することはプラニメーター法と同様であった

が，当該部分の重量を測るという点で，操作が単純化さ

れるためその分少ない誤差で抑えられ，近似性を大きく

したものと推察される.

紙重量法のほうがプラニメータ一法より誤差が少ない

ということを明確にするため，実測備に対する 2つの方

法による推定値の誤差率およびそのアークサイン変換値

をTable2として示した.プラニメーター法による誤差

率は紙重量法によるそれより個体間差が大きく，また誤

差率自体の値も大きく，平均値は紙重量法より有意に大

きな値となった (pく0.05).アークサイン変換値では，

有意な差は認められなかったが，プラニメータ一法の値

が大きい傾向は示された.この結果より，プラニメータ一

法では供試材料の形状が複雑化すると紙重量法より大き

な測定誤蓋を生ずる可能性が伺われた.

したがって，骨格筋切片における筋線維数の推定に関

して，プラニメータ一法と紙重量法とでは紙重量法によ

る推定値が当該筋肉の形状が複雑な場合は実際の筋椋維

総数への近似性は高くなるものと推察された.
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要約

本実験では，筋線維総数が実ì~1j可能な鶏の頚二腹筋

(M biventer cervicis)の横断切片において，プラニメー

タ一法あるいは紙重量法によって筋線維数を推定し，実

測値との比較により筋線維総数を推定可能な簡便法につ

いて検討した.頚二腹筋 (Mbiventer cervicis)は，白色

レグホーン系コマーシャル雄雛6羽から採取し，クリオ

スタットにて凍結切片とした後， NADH-tetrazolium 

reductase (TR)染色して切片標本とした.最大断面積を

持つ横断切片の分画写真を倍率20倍で顕微鏡下で撮影し，

その分酉写真を組み合わせて，最終倍率105倍の切片全体

写真を複製した.この棲製写真を用いて，筋線維総数の

実測およびプラニメーター法，紙重量法による総数の推

定を行い，さらに実測値に対するそれぞれの推定値の誤

差率を算出した.その結果，プラニメーター法および紙

重量法による筋線維総数の推定値はどちらも実測値に近

似した.しかし，実測値に対する推定舗の誤差率につい

ては，プラニメーター法より紙重量法がアークサイン変

換値で小さい傾向を，また誤差率自体は有意に小さな値

(pく0.05)を示した. したがって，筋線維総数を推定す
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る方法としては紙重量法が適当と考えられた.
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