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Ⅰ　はじめに
　骨格筋は人体で最大の組織であり，運動のみなら
ず，エネルギー代謝や糖取込みにおいても重要な役
割を果たす器官である．骨格筋の量および機能を保
つために，筋タンパク質は，常に合成（同化）と分
解（異化）を繰り返している．敗血症や熱傷などの
生体侵襲，がんや糖尿病，腎不全，心不全などの内
因性疾患，飢餓，そして廃用症候群などにより筋タ
ンパク質の同化と異化のバランスが崩れ，骨格筋萎
縮が生じる 1），2）．そして骨格筋萎縮は，上記のさま
ざまな疾患において，機能予後および生命予後の両
方を悪化させ重大な健康被害を引き起こす．たとえ
ば集中治療室入室患者において，骨格筋萎縮は強固
な生存率の悪化，医療コスト増加の独立した危険因
子であり 3），がん関連死の 20％はカヘキシーによる
ものである 4）．骨格筋萎縮の結果長期の介護が必要
になり，介護者にかかる精神的，肉体的，経済的負
担も増加する 5）．したがって，重症疾患に関連した
骨格筋萎縮は社会的にも非常に重要な疾患である．
　この骨格筋萎縮の機序を理解するために，本稿で

はまず，侵襲下における骨格筋タンパクの崩壊と合
成について論じる．つぎに，炎症存在下での骨格筋
の分化再生能について，筆者らの研究成果を含め述
べる．

Ⅱ　侵襲下では骨格筋異化が亢進する
　骨格筋タンパクの分解（異化）経路は，大きく 3

つある．選択性をもったタンパク質分解系であるユ
ビキチンプロテアソーム経路，細胞質内のタンパク
質や細胞内小器官を分解するシステムであるオート
ファジー経路，そしてアポトーシス経路であ
る 1），2）．いずれも定常状態では機能不全に陥った骨
格筋タンパクを除去し，骨格筋線維の機能を一定に
保つ働きをしている．しかし，さまざまな生体侵襲
下ではこれらの経路が上方制御を受け，骨格筋萎縮
が惹起される（図 1）．
　たとえば敗血症 6），7），がん 8），廃用症候群 8），熱
傷 9）などの疾患でMuRF1および Atrogin-1/MAFbx

という二つの骨格筋特異的なユビキチンリガーゼの
活性が上昇し，骨格筋異化が亢進する．同様に全身
性炎症反応 6），7）や不動化 10），飢餓ストレス 11）などの
侵襲でオートファジーが活性化し，骨格筋萎縮が誘
導される．
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　筆者らは最近，C2C12筋管細胞およびマウス生
体内の両方で，ユビキチンプロテアソーム経路およ
びオートファジー経路の両方が，Toll like receptor 

4-NFκB経路によって制御されていることを見い
出した 7）．Toll like receptor 4の特異的阻害剤，
TAK-242は上記の in vitro，in vivoの系の両方で上
記のふたつのタンパク分解系を抑制し，骨格筋萎縮
を改善した 7）．アポトーシス経路の骨格筋における
活性上昇は，敗血症 12），廃用症候群 13），がんに惹起
される骨格筋萎縮 14），そして加齢にともなうサルコ
ペニア 15）にも関連する．これらの研究成果はあわせ
て，侵襲下では骨格筋異化が亢進することを示す．

Ⅲ　侵襲下では骨格筋同化が低下する
　骨格筋タンパク合成（同化）経路のうち，最も重
要なもののひとつは insulin-like growth factor-1
（IGF-1）シグナル経路である 1），2）．
　IGF-1がその受容体に結合すると phosphati-

dylinositol-3-kinase（PI3K）を活性化し，活性化さ
れた PI3Kはさらに，Aktの活性化を起こす．Akt

の活性化は，タンパク質合成に重要であるmamma-

lian target of rapamycin（mTOR）の活性化を誘導
し，筋肉を増殖および肥大させる 16）．mTORの標
的タンパク質として，eIF-4E binding protein（4E-
BP）と S6 kinaseが知られている．mTORはこの
両者を活性化し，骨格筋タンパク質合成を促進す
る 16）．

　また，活性型 Aktは転写因子 FOXO3の核内移動
を抑えることで，ユビキチンプロテアソームおよび
オートファジー関連遺伝子の発現を抑制し，筋タン
パク異化を抑制する 17）．敗血症 18），熱傷 19）などのさ
まざまな侵襲下で Aktシグナル活性が低下し，骨
格筋タンパク合成が阻害され，骨格筋萎縮が引き起
こされる（図 1）．

Ⅳ　侵襲下では骨格筋の分化再生能が低下する
　骨格筋組織には，収縮装置である筋線維のほかに
筋線維の維持を行う衛星細胞が存在する．骨格筋の
萎縮は，衛星細胞による骨格筋新生能力が低下した
場合にも発生する 20）．骨格筋の損傷に際して，衛星
細胞は活性化して筋芽細胞として増殖，やがて細胞
同士が融合して筋管細胞となり，筋管細胞が成熟し
て筋線維となり再生が完了する 21）．分化刺激が加
わった筋芽細胞では筋分化制御因子群と呼ばれる転
写因子が活性化することで骨格筋特有の遺伝子発現
がおこり筋分化が実行される．筋分化制御因子群の
うち代表的なものとして myo Dやmyogeninが挙
げられる 22）．一方，筋分化を抑制する因子として
myostatinがある．Myostatinは TGF-bスーパーファ
ミリーに属する分泌型タンパク質であり，筋線維の
萎縮を引き起こすだけでなく，筋分化も抑制す
る 23）．
　筆者らは近年グラム陰性菌の細胞壁成分である
lipopolysaccharide（LPS）が骨格筋の再生 /形成プ

図 1　侵襲下における骨格筋タンパクのホメオスタシス変化
生体侵襲（敗血症，熱傷，がん，不動化）や心不全，腎不全，慢性閉塞性肺疾患な
どの内因性疾患により骨格筋が炎症性サイトカインに暴露される．その結果筋タン
パク同化能低下，骨格筋タンパク分解亢進，および筋新生の抑制が起き，骨格筋萎
縮が誘導される．
PI3K, phosphatidylinositol-4, 5-bisphosphate 3-kinase；mTOR, mammalian target of 
rapamycin；S6K, ribosomal protein S6 kinase；elF-4E, eukaryotic translation initia-
tion factor-4E；4E-BP1, elF-4E binding protein-1．
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ロセスを妨げる生命現象を見い出した 24）．LPSは
C2C12筋芽細胞上に発現する Toll like receptor 4に
結合し，核内転写因子 NF-κBの活性を用量依存
的に上昇させた．LPSはこの NF-κBの活性上昇
を通し，myogenin, myo Dといった筋分化制御因子
群の誘導を抑制し，さらにmyostatin発現量を増加
させ，骨格筋形成プロセスを妨げた．さらに LPS

に刺激された筋芽細胞が分泌する炎症性サイトカイ
ン（TNF-α）も，同様の機序で骨格筋再生能を低
下させた．すなわち，免疫細胞の非存在下でも LPS

が直接的および間接的に骨格筋に作用して筋再生能
を低下させる可能性がある．同様に Rocheteau

ら 25）は，盲腸結紮穿刺で敗血症を誘導したマウスで
骨格筋幹細胞の機能が低下し，骨格筋新生が阻害さ
れることを報告している．これらの実験結果は，併
せて炎症の存在下で骨格筋の分化再生能が低下する
事を示唆する（図 1）．

Ⅴ　おわりに
　本総説では侵襲下における骨格筋タンパクの異化
と同化，そして骨格筋再生をテーマに，重症疾患に
関連した骨格筋萎縮の分子メカニズムについて解説
した．医学の発展に伴い，生存などの短期アウトカ
ムのみならず，退院後の生活の質向上や日常生活動
作の維持など，長期アウトカム改善，健康寿命の延
伸が社会的な課題となっている．骨格筋萎縮への治
療介入として，リハビリテーションや栄養療法が報
告されているが，効果は限定的である．今後，本稿
で述べたような分子機構をターゲットとした，骨格
筋筋萎縮の予防法や治療法の開発が期待される．

　本稿の一部は日本外科代謝栄養学会第 56回学術
集会（2019年 7月 5日，神戸）で発表した．
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Skeletal muscle protein catabolism, protein anabolism,  
and myogenesis after various types of insults

Yuko Ono, Masafumi Saito, Yoshihisa Fujinami, Shigeaki Inoue, Joji Kotani

Protein catabolism and anabolism takes place continuously in skeletal muscle, which is the largest organ 

in the human body. Skeletal muscle is generated or replaced from progenitor cells, such as myoblasts. 

Various types of insults, including sepsis, burns, cancer, and starvation, induce an imbalance between 

skeletal muscle catabolism, anabolism, and myogenesis, causing muscle atrophy. Such stresses activate 

proteolytic processes, including the ubiquitin–proteasomal, autophagy, and apoptosis pathways, and in-

hibit protein synthesis pathways such as the insulin-like growth factor-1 pathway. Such insults also in-

hibit skeletal muscle myogenesis by decreasing the activity of myogenic regulatory factors. Although 

skeletal muscle atrophy caused by these mechanisms adversely affects both the survival and functional 

outcomes of patients, the efficacy of current therapeutic interventions, including rehabilitation and nutri-

tional support, is limited. There is thus a need to develop novel strategies targeting the molecular mecha-

nisms of skeletal muscle atrophy, such as those discussed in this review.
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