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緒

言

泳選手は，以下の 2 つの方法でグループ分けされた．
1 ) Yang ら4) の研究に基づいて短距離および長距離

アクチニン 3 (ACTN3）遺伝子には，3 つの多型

の 2 グループ， 2 ) Gerard ら1) の研究に基づいて短

（ RR, RX および XX 型）が存在している． RR お

距離，中距離および長距離の 3 グループに分類され

よび RX 型を有するアスリートはスプリント・パ

た．コントロール群の ACTN3 遺伝子型分布は，競

ワー系種目に，XX 型を有するアスリートは，持久

泳選手の分布と比較するために先行研究3)より引用

系種目に片寄ることが Yang ら4) において報告され

した．被験者の DNA は，口腔細胞から抽出し，

ているが，持久系サイクリストおよびランナーを調

ACTN3 遺伝子型はリアルタイム PCR 法にて識別

査した研究では，XX 型に片寄らなかったことも報

した．また，206名の被験者のうち協力の得られた

告されており2) ， ACTN3

遺伝子型と持久系種目と

41名（男性29および女性12名）は，競泳選手特異的

の関連性については一致した結果が得られていな

な筋パワーおよび全身持久力の測定を行った．すな

い．ところで競泳競技は，泳法や距離から多くの種

わち，筋パワーはスイムベンチ装置を用いてピーク

目に分類されるが，競泳選手の主動筋である三角筋

パワー，平均パワー，総仕事量および疲労指数を，

後部の遅筋線維の相対的割合が高く，陸上競技など

また，全身持久力はスイムミル装置を用いてピーク

と比べて筋線維組成と種目間に必ずしも明確な関連

酸素摂取量を測定した．

性がみられてはいない．したがって，競泳選手と
ACTN3 遺伝子型分布の関連性については大変興味

.

結

果

が持たれる点であるが，現在のところこのような研

Yang ら4) に基づいて短距離および長距離の 2 グ

究はなされていない．そこで，本研究では ACTN3

ループに分類したとき，全国レベルの長距離選手

遺伝子型からみた競泳の種目特性を明らかにするこ

は，コントロール群と比較して ACTN3 XX 型の割

とを目的とした．

合が高値を示したが（P＝0.02），短距離選手は，コ

.

方

法

ントロール群と比較して ACTN3 遺伝子型分布に有
意な差はみられなかった（図 1）．また，Gerard ら1)

被験者は，大学競泳選手206名（男性137名および

に基づいて短距離，中距離および長距離の 3 グルー

女性69名）であり，そのうち147名（男性95名およ

プに分類したとき，中距離および長距離選手におけ

び女性52名）は，全国大会出場レベルであった．競

る ACTN3 XX 型は増加傾向がみられ，また，長距
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離選手に RR 型は存在しなかった（図 2 ）．上肢の
筋パワーおよびピーク酸素摂取量は，ACTN3 遺伝
子型間に有意な差はみられなかった．
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考

競泳種目別（Yang らの分類）にみた ACTN3 遺伝子型分布

競泳種目別（Gerard らの分類）にみた ACTN3 遺伝子型分布

察

競泳短距離選手では，コントロール群と比較して
ACTN3 遺伝子型に差はなかったが，競泳長距離選

理学的パラメーターとの関連性を示さない．
（当論文は，平成20年度順天堂大学大学院スポー
ツ健康科学研究科の修士論文を基に作成されたもの
である）

手 で は ， XX 型 を 持 つ 人 の 割 合 が 高 か っ た ．
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いことが示唆されていることから，競泳長距離選手
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競泳選手における ACTN3 遺伝子型は，競泳長距
離選手においては XX 型を持つ人の割合が高い可
能性が示唆されるが，スイムベンチによる筋パワー
およびスイムミルによるピーク酸素摂取量などの生
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