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《原　著》

1251－BMIPPによる心筋ミトコンドリア機能評価

アドリアマイシン心筋障害ラットを用いて

緒　　方 雅　　彦＊

　要旨　アドリアマイシン（ADR）心筋障害ラットを用いて，心筋疾患のミトコンドリア機能評価における

ヨード脂肪酸（1：’51－BMIPP）の有用性を検討した．　ADR　4　mg／kg　6　H間の連続投与で電顕的にはミトコン

ドリアの変性，膨化が認められ，また生化学的にもミトコンドリア呼吸機能の低下が確認された．しかし，

筋原線維，核などには明らかな障害は見られず，心筋細胞径，線維化率にもADR群と対照群との間に差は

なかった．またL’OITICIの心筋内摂取率にも両群間で差はなく，今回のADR群では明らかな心筋灌流，心

筋線維化や，Na－K　ATPase活性などの膜機能障害は見られず，かなり特異的なミトコンドリア障害を作製

し得たものと考えられた．これに対して，1251－BMIPPの心筋内摂取率はADR群で26％有意に低下し，

これは主にミトコンドリア（31％），上清（26％）分画に見られた．したがって本モデルでは，ミトコンドリ

ア機能障害を反映してIL’51－BMIPPの心筋内摂取が低下したものと考えられ，本核種は心筋疾患患者の脂肪

酸代謝，ミトコンドリア障害を検出する核種として有望な4，のと推測された．

1．はじめに

　脂肪酸は心筋の好気的代謝の主なエネルギー源

であり，この脂肪酸代謝の異常を検出する核種と

してヨード標識脂肪酸が開発されつつある．この

うち　15－p－［i251］iodophenyl　methyl－pentadecanoic

acid（1251－BMIPP）は，最近導入された核種で従来

の直鎖脂肪酸である15－p－［1251］iodophenyl－penta－

decanoic　acid（i251－IPPA）と異なり，側鎖にメチ

ル分枝を有するために，β一酸化を受けずに心筋内

に貯留し，より心筋シンチ像の撮像に適した核種

として開発された．そして，KnaPPら1）はラット

に直鎖脂肪酸と側鎖脂肪酸を同時に投与した場合，

側鎖脂肪酸の方が明らかに多くミトコンドリア分

画に取り込まれ，心筋内貯溜が良好であると報告

した．イヌの冠動脈結紮モデルを用いたLivni
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ら2）の検討でも，直鎖脂肪酸が速やかに代謝され

心筋から消失していくのに対して，側鎖脂肪酸は

比較的長時間貯溜し，このため虚血部が陰影欠損

として良好に描出し得たと報告されている．ま

た臨床的にも最近Straussら3｝は，不安定狭心症

またはtissue－plasminogen　activatorを用いて血栓

溶解療法を行った心筋梗塞患者に，塩化タリウ

ムー201（20iTICI）と1251－BMIPPを同時投与し，

20iTICIと1251－BMIPPの心筋シンチでの欠損像は

必ずしも一致せず，これは側副血行路や残存狭窄

の程度などを反映する所見と推測した．そして

このように201TICIによる心筋血流動態と1251－

BMIPPによる脂肪酸代謝は必ずしも一致しない

ことから，1251－BMIPPと201TICI心筋シンチ法の

併用はstunned　myocardiumの検出に有用な方法

となり得ることを示唆した．したがって，1251－

BM1PPは心筋の脂肪酸代謝のイメージングに適

した核種として，現在臨床応用が試みられている．

　一方，拡張型心筋症（DCM）は心室の拡張と収

縮不全をきたす心筋疾患で，病理組織学的には著

明な心筋の脱落と線維化が特徴とされてきた．し

かし，本症の中には心筋がかなりよく残存し線維
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化が強くない例が認められ4），これらの例では収

縮不全の機序として何らかの心筋代謝異常を考慮

する必要があるものと考えられる．この中でもエ

ネルギー代謝を司るミトコンドリア機能の障害は

きわめて重要なものと考えられ，DCMでもその

異常が推測されている5～7）．したがって，脂肪酸

代謝を反映する1251－BMIPP心筋シンチ像は，虚

血性心臓病ばかりでなく，DCMにおいてもミト

コンドリア機能障害などの心筋代謝の異常を検出

する有用な方法となり得ることが期待される．

　そこで本研究では，特異的なミトコンドリア障

害をきたすと報告8～11）されている少量のアドリ

ァマイシンをラットに投与し，1251－BMIPPの心

筋内取り込みとミトコンドリア機能障害との関係

を検討した．
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Fig．1　The　measurement　of　mitochondrial　oxygen

　　　consumption　by　polarograph　method．　Oxygen

　　　consumption　was　determined　by　a　slope　of　the

　　　decline　in　oxygen　content．

II．対象と方法

　実験には体重約180g雄性ウィスターラットを

用い，アドリアマイシン（ADR）心筋障害はADR

4mg／kgを連続6日間，腹腔内に投与して作製し

た．心筋全体，および各細胞分画への20iTICI，

1251－BMIPPの取り込みの測定には，　ADR群と対

照群おのおの8匹を用い，201TICIおよび1251－

BMIPPはおのおの5μCiを，ラットの大腿静脈

から同時に静注し，15分後に心臓を摘出した．ま

た同時に血液約1mtを採取し，ウェル型シンチ

レーションカウンターで放射活性を測定した．タ

リウムとヨードのcross　talkは次の連立方程式に

より補正し，201T1と1251の放射活性N1，　N2を

求めた12｝．

　　　nl＝εllN1十ε12N2

　　　n2＝ε21N1十ε22N2

なおε11，ε22は201Tl，1251の主要スペクトル領域

における効率を示し，ε21，ε12はおのおのの主要

スペクトル領域外における効率を示す．またnl，

n2はバックグラウンドを差し引いた201Tl，1251

の主要スペクトル領域における全計数率を示す．

　さらに，心筋内の各分画への1251－BMIPP取り

込みを検討するため，同アイソトープ5μCi静注

15分後に摘出した心臓をハサミで細切し，調整液

（220mM　mannitol，70　mMsucrose，5mM　MOPS：

3－Nmorpholinopropane　sulfonic　acid，　adjust　to

pH　7．4　by　KOH　or　HCI）中でポリトロンホモジ

＋イザーを用いてホモジナイズした．そして，

3009，10分間遠沈して筋原線維分画，6009，10分

間で核分画，12，000g，10分間遠沈でミトコンド

リア分画をおのおの分離した．各分画における

1251－BMIPPの取り込みはウェル型シンチレーシ

ョンカウンターで測定し，Biuret法により算出し

た蛋白含量で補正し，単位蛋白重量当たりの1251－

BMIPPのカウントとして表示した．なお電子顕

微鏡により，上記分画法で筋原線維，核，ミトコ

ンドリア分画に分離されていることを確認した．

　心筋ミトコンドリア呼吸機能は2個の心臓を1

検体としておのおの8検体（16匹）を用い，Chance

＆Williamsの方法13）をmodifyしたアルカリプ

ロテアーゼを用いる遠心分画法により，心筋ミト

コンドリアを分離した．ミトコンドリア呼吸機能

はクラーク型酸素電極を用いるポーラログラフ法

により測定し，ADP添加前（state　IV），および

ADP添加後（state　III）の酸素消費量を測定した

（Fig．1）．なお基質としては，　glutamate－malate

10mM，　succinate－rotenone　10mM，　palmitoyl
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carnitine　10mMを用いた．そしてstatelllとstate

IVの酸素消費量の比から呼吸調節率（respiratory

control・ratio，　RCR）を求め，さらに添加したADP

量と酸素消費量の比よりADP／O　ratioを求めた．

　組織学的検索には断頭後，両心室を含む割面を

人れ，心内腔を十分に洗浄した後10％ホルマリ

ン固定，パラフィン包埋後，Hematoxylin－Eosin

（HE）染色，　Mallory－Azan染色標本を作製した．

心筋細胞径はHE染色で心筋細胞の核を横切る最

小横径を，接眼マイクロメーターを用いて30個

以上測定し平均した．線維化率はMallory－Azan

染色標本を画像解析装置（柏木研究所，NEXUS－

6400）を用いて線維化領域と筋線維領域を画像処

理し，その比率より線維化の％areaを算出した．

なお脂肪組織，心内膜直下の線維組織は除外した．

また，同一割面の心室中隔および左室自由壁の一

部を2．5％のグルタールアルデヒドで固定し，酢

酸ウラン，鉛二重染色標本を作製し，電子顕微鏡

的観察を行った．

III．結　　果

Table　1
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Heart　and　body　weight　in　adriamycin－treated

（ADR）vs．　control　rats

Control（n＝8）ADR（n＝8）　p

Body　weight（g）

　before　ADR

　after　ADR

Heart　weight（9）

Heart／Body　weight

　ratio（％）

　mean士SD

Table　2

184土5　　　183±8　　　　NS
196土8　　　　　　153：仁6　　　　＜0．005

0．70土0．03　　0．47土0．05　　＜0．005

0．36土0．03　　　0，31土0．04　　＜O．05

Light－microscopic　findings　in

treated（ADR）vs．　control　rats

adriamycin一

　1）体重，心／体重比（Table　l）

　ラットの体重は7日間の実験期間内に対照群で

は平均12士5g増加したが，　ADR群では平均30

⊥7g減少した，心重量もADR群で低値で，心

重量／体重比はADR群で14％有意に減少した．

　2）組織学的検索

　Figure　2に両群の光顕写真を示すが，　ADR群

でも明らかな変化は認めなかった．また心筋細胞

横径は対照群で平均16．6　／imに対しADR群では

14・7μmであり，線維化率は対照群の0．4％に対

しADR群では0．5％と，いずれも両群間に統計

学的有意差は認めなかった（Table　2）．電顕的観

察ではADR群（Fig．3右）でミトコンドリアの

腫脹，クリスタの配列の乱れなどが認められたが，

対照群（Fig．3左）ではこれらの変化はなかった．

しかし，筋原線維，核の形態には両群間に明らか

な差は認めなかった．

　3）　ミトコンドリア呼吸機能（Table　3）

　state　IIIでの酸素消費量はglutamate－malateを

　　　　　　　Control（n＝8）　ADR（n＝8）　p

Myocardial　cell

　diameter（μm）　　16．6土2．O　　l4．7土LO　　　NS

Fibrosis（％）　　　　　0．4土0．05　　0．5土0．09　　　NS

　mean土SD

Table　3 Mitochondrial　respiratory　function　in　ad－

riamycin－treated（ADR）vs．　control　rats

Substrates　Control（n＝8）　ADR（n＝8）　p

Oxygen　consumption　on　rat　cardiac　mitochondria

　（nano　atoms　oxygen／mg　protein／min）

　State　IH

　G－M
　S－R

　PC
State　IV

　G－M
　S－R

　PC

249土21

223土14

225土15

27土L6
45土3．6

24土L9

Respiratory　control　ratio

　　G・M
　　S－R

　　PC

ADP／O　ratio

　　G－M
　　S－R

　　PC

　mean土SD

9．2±0．5

4．9：と0．3

9．4士0．5

2．9土0．1

L9土O．1

2．9土0．1

180：E21　　＼0．005

206土15　　　＜＿O．05

202士21　　　＼0．05

43土4．6　　＼O．005

62土9．3　　　＜0．005

40土3．5　　　＜0．005

4．2土0．4

3．4士0．4

5．0±0．4

〈0．005

＜0．005

＜0．005

2．5土0．1　　〈0．005

L5士0．2　　＜0．005

2．5：｛：0．2　　＜0．005

G－M：glutamate－malate，　S－R：succinate－rotenone，

PC：palmitoyl　carnitine．

基質とした場合，対照群の249nano　atom　oxygen

に対してADR群では180　nano　atom　oxygenと

28％の酸素利用率の低下を認めた．state　IVでは
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　　Fig．2　Light　microscopic　picture　of　the　myocardium　from　the　control（1eft）and　ad－

　　　　　　　　riamycin－treated（right）rats（x100）．　Note　no　appreciable　differences　in　the　two

　　　　　　　　groups・

　　Fig．3　Electron　microscopic　picture　of　the　myocardium　in　the　contro1（left）and　ad－

　　　　　　　　riamycin・treated（right）rats（×5，㎜）．　Mitochondrial　swelling　and　degeneration

　　　　　　　　are　observed　in　ADR・treated　rat．　Bars　represent　lμm．

Table　4　201TICI　and　l251・BMIPP　uptakes　in　adriamycin－treated（ADR）vs．　control　rats

Contro1（n＝8） ADR（n＝8）

　　　L’oiTICI　uptake（cpm）

　　　　Heart　　　　　　　　　　　　　lO4，000±15，999

　　　　Blood　　　　　　　　　　　　　　　　1，518士211

　　　　Heart／Blood　　　　　　　　　　　70．2±16．9

　　　1251・BMIPP　uptake（cpm）

　　　　Heart　　　　　　　　　　　　　221，414士32，554

　　　　Blood　　　　　　　　　　　　　　　70，870土11，159

　　　　Heart／Blood　　　　　　　　　　　　3．1士0．4

　　　1251－BMIPP／201TIC1　　　　　　　4．7±1」

mean士SD
1251－BMIPP：15－p　1251－iodophenyl　methyl　pentadecanoic　acid，

146，682土31，779

　1，869士363

　　79．5：ヒ15．2

190，673：ヒ44，378

87，597土18，793

　　　2．3±0．8

　　　3．4土1．4

S
Q
U
S

P
N
N
N

　NS
　NS
＜0．05

＜0．05
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対照群の酸素消費量はglutamate－malateを基質と

した場合27nano　atom　oxygen，　succinate－rctenone

で45nano　atom　oxygen，　palmitoyl　carnitineで24

nano　atom　oxygenであった．一方，　ADR群では

それぞれ43，62，40nano　atom　oxygenと，対照群

に比し酸素消費量は有意に増加した．一般にstate

IVは添加されたADPをATPへとリン酸化した
（state　III）後の基質のみ存在する際の酸素消費を

示しており，このstate　IVの酸素消質量の増加は

ミトコンドリアのADPを使用していない際の呼

吸であり，ミトコンドリアの持つ酸化的リン酸化

能と脱共役し，障害されていることを示すもので

ある．また，呼吸調節率もADR群では対照群に

比較して，いずれの基質を使用した場合において

も約50％の有意な低下を認めた．さらに，ミト

コンドリアにおける酸化的リン酸化能をよく反映

するADP／0　ratioも，同様に全ての基質につい

て15～20％の有意な低下がみられた．

　4）201TICI，1251・BMIPP心筋取り込み（Table・4）

　201TICIの単位湿性重量当たりの心筋，血液の

カウントは，ADR群がやや高値であった．これ

はADR群の体重が軽く，相対的に大量の201TIC1

を投与したためと考えられ，血液に対する心筋の

カウント比には両群間に有意差を認めなかった．

　一方，1251－BMIPPの単位心筋重量当たりのカ

ウントは対照群に比しADR群で低く（190，673

vs．221，414），血液のカウントは逆に高値（87，597

vs．70，870）であった．したがって，心筋と血液の

カウント比はADR群で2．3±0．8と対照群（3．1士

Table　s　i251－BMIPP　uptakes　in　myocardial　subcellular

　　　　fractions　in　adriamycin－treated（ADR）vs．

　　　　COntrOl　ratS

Control（n＝8）　ADR（n＝8）　p

i251・BMIPP　uptake（cpm／mg　protein／blood　count）

0．4）に比し有意に低値であった．

　5）心筋分画への1251－BMIPP取り込み
　　（Table　5）
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　Table　5は血液のカウントで補正した，単位タン

パク量当たりの1251－BMIPPの心筋各分画への取

り込み率を，対照群とADR群で比較したもので

ある．筋原線維分画と核分画では，対照群とADR

群の間に有意差は認められなかった．しかし，ミ

トコンドリア分画と上清分画ではADR群で1251－

BMIPP取り込みの有意な低下がみられた．

Mitochondria　　17．5土3．2　12．1土1．5 ＜0．005

　NS
　NS
＜0．05

IV．考　　案

Nuclei

Myofibril

Supernatant

12．6土2．4　　　10．7土2．5

6．6±2．6　　　　5．8土3．0

18．5土4．6　　　13．7：｝：1．8

mean±SD
1251－BMIPP：15－p　1251・iodophenyl　methyl　penta－

decanoic　acid．

　アドリアマイシンはanthracyclin系の抗腫瘍剤

で特異的な心筋障害をきたし，高率に心不全を発

生することが知られている14）．その機序としては

核やミトコンドリアのDNA障害15・16），細胞膜構

造の変化1？～19），過酸化脂質の生成20”22），カルシ

ウム流入23），酸化的リン酸化障害24）などの種々

の障害が報告されている．一方，比較的少量の

ADR（総投与量20～25　mg／kg）をラットやウサギ

に投与した場合には，核や筋原線維には明らかな

変化は見られず，主としてミトコンドリアの大小

不同・膨化，ミエリン変化などの形態異常が認め

られたと報告されている8”11）．そこで本研究でも

特異的なミトコンドリア障害を作製するために，

比較的少量（計24mg／kg）であるADRを投与し

た．その結果，光顕的にも電顕的にも核，筋原線

維には明らかな変化は認められなかった．また，

心筋細胞径，線維化率にもADR群と対照群に差

は認められなかった．しかし，電顕組織像では

ADR群において，ミトコンドリアの腫脹，クリ

スタの配列の乱れ，層板状構造の形成などが見ら

れた．さらに生化学的な酸素電極法によるミトコ

ンドリア呼吸機能の検討でも，酸素消費量，呼吸

調節率（RCR），　ADP／O　ratioの低下を認めた．し

たがって，今回のADR群では組織学的にも生化

学的にも，特異的なミトコンドリア障害を作製し

得たものと考えられた．

　そこで本モデルを用いて，201TICI，1251・BMIPP

の心筋内取り込みについて検討した．その結果，
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201TICIの心筋内摂取率には対照群とADR群の

間に差は認められず，今回のADR群では心筋血

流障害，心筋細胞の脱落，線維化やNa－K　ATPase

活性などの明らかな心筋膜障害は発生しなかった

ものと考えられた．これに対して1251－BMIPP心筋

内取り込みの検討ではADR群で有意な低下が認

められた．さらに各細胞分画での1251－BMIPP取

り込みを検討すると，筋原線維，核では有意差は

なかったが，ミトコンドリア分画と上清分画では，

ADR群で有意な取り込みの低下が認められた．

このようにADR群では201TICIの心筋内摂取率

は低下しないにもかかわらず，1251－BMIPPの摂

取率が低下し，これは特にミトコンドリア分画で

顕著であった．したがって，ADR群ではミトコ

ンドリア機能が障害され，脂肪酸の好気的燐酸化

が低下し，このために心筋内への1251－BMIPP摂

取率が低下したものと解釈された．なおADR群

では上清分画の1251－BMIPPの取り込みの低下も

認められたが，これはADRによる細胞膜障害に

より脂肪酸のactive　transportが低下したことや，

脂肪酸結合蛋白が障害されたことなどを反映した

所見と考えられた．Lenzhoferら25）もADR心筋

症ラットで，本研究と同様に心筋内への1311－IPPA

の有意な取り込み低下を認め，これはADRによ

る脂肪酸代謝障害を示す所見であるものと推測し

ている．このように1251－BMIPPは心筋虚血の診

断のみならず，心筋疾患においてもミトコンドリ

ア機能や心筋細胞膜機能障害を反映する核種とし

て，臨床的にも有望なことが示唆された．

　一方，拡張型心筋症などの心筋疾患におけるミ

トコンドリア機能については不明な点が少なくな

いが，Petersら5），　Richardsonら6）は拡張型心筋

症患者の心筋生検標本を用いてミトコンドリアの

malate　dehydrogenase，　glutamate　dehydrogenase，

α一hydrobutylic　dehydrogenaseなどの酵素活性の

低下がみられたと報告している．さらにKlein

ら26）は，脂肪酸のβ一酸化酵素hydroxyacyl　CoA

dehydrogenase，　NADHの低下を示し，小澤ら27）

は剖検心筋組織においてミトコンドリア酵素複合

体の免疫化学的検討を行い，拡張型心筋症患者で

は免疫反応物質が増大しており，ミトコンドリア

の異常によるエネルギー供給低下に対する代償の

結果と推測している．一方，河村ら28）は組織化

学的に本症ではミトコンドリアにおけるチトクロ

ー ム酸化酵素，コハク酸脱水素酵素などの酵素活

性が低下していると述べ，教室の足達ら29）は拡

張型心筋症患者において，ATP産生系が存在す

ると考えられるミトコンドリアの膜面粒子数の減

少を認めている．このほか，教室のKajiyama

ら30）はアルコール性心筋症のモデルとして，実

験的にアルコールと低マグネシウム食を与えたラ

ットを作製し，このモデルでは特異的なミトコン

ドリア機能障害が認められることを報告している．

このように，拡張型心筋症でもミトコンドリア機

能などの心筋代謝異常がその心病変の発生に重要

な役割を果たしているものと推測されている．し

たがって，1251－BMIPP心筋シンチ法は，拡張型

心筋症のミトコンドリァ機能の評価に有用な臨床

的手段となり得ることが示唆された．
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Summary

Myocardial　Uptake　of　i251－BMIPP　in　Rats　Treated　with　Adriamycin

Masahiko　OGATA

The　Third　Depar〃nent　ofルfedici〃e，　K励〃leひ〃iversity　Schoo1　ofルfed’d’le，κ’〃’u〃le，　Jaρan

　　The　ability　of　1251－BMIPP　in　assessing　myo－

cardial　mitochondrial　function　was　investigated　in

rats　treated　with　adriamycin（ADR）．　Intraperi－

toneal　administration　of　ADR（4　mg／kg）for　6

days　significantly　decreased　a　ratio　of　heart／body

weight　as　compared　with　the　control　rats．　The　light

and　electron　microscopic　analysis　showed　that

ADR　produced　histological　damages　mainly　in

the　mitochondria　with　minimal　changes　in　the

myofibril　and　nucleus．　In　the　study　of　mito－

chondrial　respiratory　function，　oxygen　consump－

tion　with　adding　ADP，　respiratory　control　ratio

and　ADP／O　ratio　were　significantly　lower　in　ADR

rats　than　control　rats．　While　myocardial　uptake　of

201TICI　was　not　different　between　the　two　groups，

the　uptake　of　1251－BMIPP　corrected　by　blood

counts　was　significantly　reduced　in　ADR　rats

（3．1土0．4vs．2．3土0．8，　P＜0．05）and　the　reduction

was　mainly　observed　in　the　mitochondrial　fraction．

　These　results　suggest　that　impairment　of　mito－

chondrial　function　by　ADR　produced　a　reduction

in　mitochondrial　and　consequently　myocardial

uptakes　of　1251－BMIPP．　The　observation　suggests

that　i251－BMIPP　myocardial　scintigraphy　could　be

auseful　method　for　determining　mitochondrial

function　in　patients　with　myocardial　diseases．

　Key　words：1251－BMIPP，201TICI，　Doxorubicin

cardiomyopathy，　Mitochondrial　function．
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