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１．はじめに
　骨格筋は身体姿勢を維持すると共に、我々の日常生活
動作において必要不可欠な臓器である。この骨格筋は２
つの特徴がある。一つは、可塑性（肥大⇄萎縮）を有す
る事、すなわち骨格筋量が運動量によって変動する事で
ある。もう一つは、優れた再生能力を有する事である。
骨格筋は、筋疾患や過度のストレスによって傷害を受け
ると速やかに再生する。中心的役割を果たしているのが
骨格筋組織幹細胞である筋サテライト細胞である。筋サ
テライト細胞は、通常は静止状態にあるが、傷害やスト
レスによって活性化し筋芽細胞となって増殖を始める。
その後、増殖した筋芽細胞は互いに、或は傷害を受けた
筋線維と融合し、新たな筋管を形成して筋を修復する。
このように筋サテライト細胞は、骨格筋再生時に必須で
あると考えられる［１］。
　筋サテライト細胞が消失するとどうなるのか？ 2011
年 に Development 誌 お い て、Pax7CreER/+；Rosa26DTA/+

マウス作出し Tamoxifen（以下 TAM）投与によって筋
サテライト細胞を後天的に欠損させる実験が初めて発表
された［２，３］。このマウス骨格筋に Barium chloride

（BaCl2）を投与して筋再生を誘導した結果、明らかな筋
再生不全が認められ、筋サテライト細胞は、骨格筋再生
において必須である事が証明された。骨格筋再生には造
血幹細胞や間葉系幹細胞など、様々な細胞が関与してい
る事がこれまで報告されているが［４］、やはり筋サテ
ライト細胞が筋再生時には最も大きな役割を果たしてい
ると言える。
　 そ ん な中、2015 年 に「Inducible depletion of satellite 
cells in adult , sedentary mice impairs muscle 
regenerative capacity without affecting sarcopenia」と
いう論文が Nature Medicine 誌から発表された［５］。
この論文では、筋サテライト細胞の有無に関わらず加

齢による骨格筋萎縮は等しく影響を受けると報告して
いる。同様に Nature Communications 誌で発表され
た論文「Muscle stem cells contribute to myofibres in 
sedentary adult mice」においても、筋サテライト細胞
欠損による筋線維サイズおよび筋線維タイプ変化の影響
は、加齢時において認めなかった［６］。これらの結果
を見る限りでは、正常骨格筋において筋サテライト細胞
の必要性が低いと考えられる。しかし、本当に筋サテラ
イト細胞は必要ないのであろうか？そこで本稿では、こ
れまでに報告されている加齢と筋サテライト細胞に関す
る知見を述べ、それを踏まえて今回発表された論文につ
いて考察したい。

２．筋サテライト細胞と自己複製機構：筋サテライト細
　　胞は老化するのか？
骨格筋再生においては、筋サテライト細胞が必須である
のは前述の通りであるが、どのように筋サテライト細胞
数は維持されているのであろうか？活性化された筋サテ
ライト細胞は増殖・分化をして筋管を形成する一方、一
部の活性化筋サテライト細胞は再び静止状態に戻り（こ
れを自己複製と呼ぶ）、次の事態に備える。筋サテライ
ト細胞の自己複製機構に関する報告はこれまで多く発表
されており、様々な因子によって制御されている事が明
らかになっている［１］。例えば Notch シグナルやその
下流の Hesr1/3 を欠損させたマウスでは、筋サテライ
ト細胞の自己複製機構が低下し、筋サテライト細胞数が
減少した［７- ９］。その結果、筋再生の不全・遅延が認
められ、骨格筋再生には筋サテライト細胞を維持する自
己複製機構が重要である事が示された。
　筋サテライト細胞数が減少するイベントの一つとして
知られるのが加齢である。加齢による筋サテライト細胞
数の減少はヒト・マウスにおいて報告されており［10, 
11］、加齢による筋サテライト細胞数の減少が、加齢時
の筋再生遅延をもたらす要因の一つと考えられる。では
なぜ筋サテライト細胞は減少するのであろうか？その要
因として、加齢に伴う自己複製能の低下が考えられ、こ
れまでに複数報じられた［12-15］。
　組織幹細胞は一般的に、加齢に伴い増殖・分化ある
いは自己複製能が低下する事が知られている。2014 年
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Nature Medicine 誌において、老化マウス由来の筋サテ
ライト細胞では p38-MAPK 経路が活性化しており、こ
の経路を阻害する事で筋サテライト細胞の機能改善がで
きると報告された［13, 14］。加えて 2015 年には、老化
マウス由来筋サテライト細胞で JAK-STAT 経路が活性
化している為、この経路を阻害する事で筋サテライト細
胞の自己複製能を改善できると報告された［15］。いず
れの結果も、筋サテライト細胞の機能が加齢に伴い低下
し、筋再生能低下をもたらすと報告している。
　しかし一方で、筋再生能は加齢の影響は受けないとの
報告もある。ヒト筋サテライト細胞は、若齢・老齢に関
わらず同じような増殖・分化能を有し［16-18］、さらに
2013 年には、筋再生速度は遅くなるが、マウス老齢骨
格筋においても確かに筋再生する事が報告された［19］。
2015 年には、筋サテライト細胞は加齢しても増殖・分
化能は維持されるが、筋サテライト細胞を取り巻く骨格
筋内環境の変化が、骨格筋再生遅延を導いていると報告
された［18］。以上のように、筋サテライト細胞自身が
老化するのか、あるいは骨格筋内環境の老化によって筋
サテライト細胞の働きが抑制されているのかは議論が分
かれる。現時点で筋サテライト細胞が加齢によって老化
するか否かを結論づけるのは困難である。

３．筋サテライト細胞は骨格筋老化に影響を与えないの
　　か？　筋サテライト細胞は必要ないのか？
　筋サテライト細胞が老化するか否かが議論になる中
で、本稿で取り上げる Nature Medicine 誌で Fly らに
よって発表されたデータは非常に興味深い［５］。この
グループは Pax7CreER-DTA マウスを作出し、TAM 投与
によって筋サテライト細胞を後天的に欠損させた。す
ると筋サテライト細胞欠損によるマウスの寿命への影
響は認めなかった。更に TAM 投与後１ヶ月と 20 ヶ月
のマウス骨格筋を比較し、加齢に伴う筋線維サイズや筋
線維タイプの変化と、筋サテライト細胞との関連を調べ

た。その結果、筋サテライト細胞の有無に関わらず加齢
に伴い筋線維サイズは両群共、等しく減少することが明
らかとなった。また筋線維タイプ（速筋・遅筋）の割合
にも変化は見られなかった。唯一認められた違いは、筋
サテライト細胞が欠損した骨格筋では、加齢に伴って
結合組織の割合が増加する事であった。同様の結果は、
2015 年に Nature Communications 誌で Keefe らも報告
している［６］。このグループも同様のマウスを用いて、
12 ヶ月齢と 20 ヶ月齢のマウス骨格筋を検討した。その
結果、筋サテライト細胞欠損による筋線維サイズおよび
筋線維タイプ変化の影響は認めなかった。これらの結果
は、筋サテライト細胞の欠損はサルコペニアによる筋萎
縮および筋線維タイプの変化には影響を与えない可能性
を強く示唆している。
　しかし、Pax7CreER-DTA マウスを用いた筋サテライト
細胞欠損モデルには問題点もある。TAM 投与による筋
サテライト細胞の除去が不完全（除去率 64-87%）な事
である。TAM 投与で除去されなかった残り約 10-30%
の細胞（或は Pax7 陰性筋サテライト細胞）が、除去さ
れた筋サテライト細胞の役割を補填すべく活発に機能し
ている為、筋サテライト細胞欠損による筋線維サイズ低
下あるいは筋線維タイプ変化が軽減された可能性は否定
できない。しかし、わずかな筋サテライト細胞が筋線維
サイズに影響を与える程に機能しているとも考えづら
い。
　それでは筋サテライト細胞は本当に必要ないのであろ
うか？通常、筋サテライト細胞が働くシチュエーション、
つまり筋再生を必要とする機会は通常殆ど無いのであろ
うか？実はこれまでにいくつか興味深い報告もある。特
別な運動や筋再生を誘導しない限り、マウス骨格筋にお
ける中心核線維数（再生筋線維で認められる中心核を
有する筋線維）は、加齢しても殆ど増加しない［10, 19, 
20］。すなわち筋再生は通常殆ど生じていない可能性が
考えられる。加えて、殆どの運動はサルコメア構造が軽
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図１　骨格筋における筋サテライト細胞の役割
… 骨格筋再生時には、筋サテライト細胞は増殖および融合・分化し、新たな筋管を形成して傷害部位を修復する。一方、

正常骨格筋においても筋サテライト細胞は筋線維に融合している事が示された（Keefe et al., Nat Commun, 2015）。筋
サテライト細胞は、筋線維恒常性の維持あるいは細胞外マトリックス（ECM）構築に寄与している可能性が考えられる。
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度に崩壊し筋出力を低下させるのみで、筋再生が生じる
程の筋崩壊は惹き起こされにくいとの報告もある［21, 
22］。Loenneke らの総説によると、ヒトに対して筋肥
大を誘導するハードな筋力トレーニングを行ったとして
も、肥大筋において傷害はほとんど認められないとまと
めている［22］。これらを考慮すると、普段の生活にお
いては筋再生を要するほど傷害を受ける機会が殆ど無
く、筋サテライト細胞が、筋再生を目的として活性化さ
れる機会は少ないと考えられる。
　では、なぜ筋サテライト細胞は成熟した骨格筋に存在
するのであろうか？実は Nature Communications 誌で
Keefe らはもう一つ非常に興味深い結果を示している

［６］。このグループは Pax7CreERT2-RosamTmG マウスを作
出し、TAM 投与で Pax7 陽性筋サテライト細胞を GFP
でラベルし、成熟筋線維に対して筋サテライト細胞が
どの程度寄与しているかを追跡調査した。すると TAM
投与 12 ヶ月後では、筋線維全体の約 30%（横隔膜では
約 70%）の筋線維が GFP 陽性であった。つまり、正常
時においても筋サテライト細胞が筋線維に融合する事を
示している。重要な事は、GFP 陽性筋線維において中
心核線維は殆ど認めなかった事である。すなわち筋サテ
ライト細胞は、筋再生時のみならず、筋線維の恒常性維
持を目的として働いている可能性を示唆している。しか
し正常骨格筋における筋サテライト細胞の役割は全く不
明である。これら知見は非常に興味深く、筋サテライト
細胞が正常筋線維において、再生以外にも異なる役割を
果たしている可能性を示す一つの根拠になると考えられ
る。今後、筋サテライト細胞の更なる機能解明が求めら
れる。

４．おわりに
　超高齢化社会を迎える今日において、いかに骨格筋系
を維持して寝たきりを防ぎ、健康寿命を延ばすかが大き
な課題である。1961 年に Alexander Mauro 博士が筋サ
テライト細胞を発見して以降［23］、そのメカニズムが
徐々に明らかとなり、骨格筋および筋サテライト細胞に
対する理解も深まりつつある。同時に骨格筋を維持する
為の栄養・トレーニング処方も開発されつつある。その
一方で、加齢に伴い筋サテライト細胞は老化するか否か、
加齢は筋再生不全をもたらすか否かは未だ議論の最中で
ある。本稿で取り上げた２報は、これまでとは異なる、
筋サテライト細胞の新たな役割を提示する可能性があ
る。正常骨格筋において筋サテライト細胞はどのような
役割を果たしているのか？その機構が明らかとなれば、
加齢に伴う筋サテライト細胞の減少要因や骨格筋内環境
変化の要因も解明でき、更には加齢や寝たきりによる筋
萎縮の予防・治療法開発にも繋がると考えられ、今後更
なる研究の発展に期待したい。
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