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《原　著》

心筋の側鎖メチル脂肪酸摂取と血流の分離評価

谷口　　充＊　　分校　久志＊

村守　　朗＊　松成　一郎＊

利波　紀久＊　久田　欣一＊

中嶋　憲一＊　滝　　淳一＊
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　要旨　1－125標識側鎖メチル脂肪酸（BMIPP）とTl－201をラットに同時投与して心筋血流・代謝情報の分

離評価を検討した．BMIPPの心筋集積率は静注後5－60分の間は3・1－3・6％ID／9であった・BMIPPのtarget

to　background　ratioは心・筋／肝比（1．31）が比較的低かった．グルコース負荷群はBMIPPの心筋集積率

（1．94土0．36％ID／9）および心筋取り込み比（9－BMIPP／Tl，0・31土0・03）が対照群（3・16土0・18％ID／9，0・48土

0．05）：に比し有意に低下した（P＜0・001）・乳酸負荷群は他群に比し心筋血流量が有意に低下した・心筋オー

トラジオグラムの定量的検討では，BMIPPの分布がTl－201に比し不均一で，心内膜側でBMIPPの集積

が低下する傾向にあった．BMIPPはTl－201の2核種イメージングによって心筋血流と脂肪酸代謝の分離

評価が可能であり従来得られなかった新しい情報が得られる可能性が示唆された・

1．はじめに

　遊離脂肪酸（free　fatty　acid，　FFA）は安静空腹時

における心筋酸素消費量の90％を占め1），心筋消

費エネルギーの65％を供給するとされている2）・

過去にC－113）や1－1234）等により標識した直鎖脂

肪酸が心筋の脂肪酸代謝の研究に使用され，心筋

虚血，特発性心筋症等における心筋脂肪酸代謝イ

メージングの有用性が報告されてきた．

　直鎖脂肪酸による代謝イメージングが心筋の洗

い出し曲線（クリアランスカーブ）から脂肪酸代

謝を評価するのに対して，近年開発されたFFA

のβ位にメチル基を結合した側鎖メチル脂肪酸

（β．methyl　branched　fatty　acid）5）は，脂肪酸の心筋

への取り込みおよび貯蔵から脂肪酸代謝の評価を

試みる方法であるが，心筋による脂肪酸の取り込

みは血流に大きく依存するとの報告もあり6），側
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鎖メチル脂肪酸が心筋血流以外の脂肪酸代謝に関

するいかなる情報を与えうるかについては今後の

検討が必要である．

　今回著者らは，正常ラットおよび代謝基質を負

荷したラットに，心筋血流の指標としての塩化タ

リウムー201（Tl－201）と，1－125標識側鎖メチル脂

肪酸を同時投与して，心筋の脂肪酸集積と血流の

分離評価を検討した．

H．材料および方法

　体重140－1609の雄Dowleyラットを使用した．

実験前24時間は水のみを与え絶食とした．麻酔は

ネンブタール75mgを腹腔内投与して行った．放

射性化合物として15－（p－［1－125］iodophenyl）－R，S・

methyl　pentadecanoic　acid（以下BMIPPと略）（日本

メジフィジックス社）（比放射能，5Ci（185　GBq）／

mmole）（Fig．1），塩化タリウムー201（T1－201）（日本

メジフィジックス社）を使用した．

　1）正常ラットにおける経時的体内分布

　20匹のラットにBMIPP　20μCi（740　kBq）およ

びT1－20150μCi（1．85　MBq）を尾静脈より同時投

与し，5，15，30，60分後にそれぞれ5匹ずつ解剖し，

心筋，肺臓，肝臓，脾臓，腎臓，大胸筋，血液を
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　　Fig．1　Structure　of（1－125）BMIPP．

採取し重量測定および血糖値測定の後，ウェル型

シンチレーションカウンタで放射能を測定した．

臓器または血液1gあたりの投与量に対する集積

率（％ID／9），および集積率の心／血液比，心／肺

比，心／肝比，心／筋肉比を算出した．

　2）代謝基質負荷

　対照ラット群（C群）は生理食塩水0．75m1を，

負荷群は20％ブドウ糖液0．83mg／g体重（G群），

または乳酸ナトリウム45mg／g体重（L群）を尾

静脈より投与した．

　各群ラット10匹に生理食塩水または代謝基質を

静注15分後，BMIPP　20μCi（740　kBq），　Tl－201

50　ltCi（1．85　MBq）を尾静脈より同時投与した．

この15分，30分後に各群それぞれ5匹ずつ解剖

し心筋を採取し，経時的体内分布測定と同様に

％ID／gを算出した．また，心筋全体における単位

血流あたりのBMIPPの取り込み率（global　ex－

traction　fraction）の指標として，放射性医薬品静

注15分後のTl－201とBMIPPの心筋集積率の比
（globa1－BMIPP／T1，　g－BMIPP／Tl）を求めた．

　3）2核種オートラジオグラフィ

　C群12匹およびG群，L群各6匹を用いた．

前記2）と同様にBMIPP　20　LtCi（740　kBq）および

T1－201300μCi（11．1　MBq）を尾静脈より同時投与

した．次いでC群は，5，15，30，および60分後

に，負荷群は15分，および30分後にそれぞれ3匹

ずつ心筋を摘出し，ドライアイス・アセトンにて

急速凍結し，厚さ20μmの組織切片を作製した．

放射性医薬品投与48時間後から10時間この切片

をフィルム（サクラAタイプ）に露光後，現像し

T1－201のオートラジオグラムを得た．また同一切

片を21日後から15日間フィルムに露光後，現像し

R L

Fig．2　Schematic　representation　of　region　of　interest

　　　（ROI）in　myocardial　autoradiogram．

　　　C（1），C（2）．．．．C（8）were　the　regions　of　meas－

　　　urements．　The　density　in　each　ROI，　C（1）was

　　　digitized　by　videodensitometer．　CoeMcient　of

　　　variance（CV）was　calculated　in　each　slice．

　　　Regional　BMIPP／Tl　ratio（r－BMIPP／T1）was
　　　calculated　by　dividing　C（i）of　BMIPP　by　that

　　　ofTl－201（in　i－th　ROI）．　The　ratio　of　inner　to

　　　outer　layers　of　r－BMIPP／Tl（1／O　ratio）was

　　　also　calculated　in　each　slice．　R，　right　ventricle：

　　　L，1eft　ventricle．

BMIPPのオートラジオグラムを得た．オートラ

ジオグラムの評価はCCDカメラTI2211（NEC，

東京），パーソナルコンヒ゜ユータPC－9801（NEC，

東京），イメージメモリーボード［256×256　pixel×

6bit（64段階）］よりなるビデオデンシトメトリ装

置を用いて心筋の左室前壁，中隔，下壁，側壁の

それぞれ心外膜側および心内膜側に計8か所の矩

形関心領域（ROI）をとり，各ROIの黒化度（デジ

タル値）を算出して以下の定量的解析を行った．心

筋内放射能分布の不均一性の指標として，各ROI

の黒化度の平均値から，同一スライス内の8個の

ROI黒化度の変動計数（CV）を算出した．また，

局所心筋における単位血流あたりのBMIPPの取

り込み率の指標として，Tl－201およびBMIPPの

対応する各ROIの黒化度の比（r－BMIPP／T1）を

算出し，心筋血流分布の影響を除外したBMIPP

の心筋内／外膜側比の指標としてr－BMIPP／Tlの

心筋内／外膜側比（1／o比）を算出した（Fig．2）．

　4）統計処理

　得られたデータは平均±標準偏差（mean土

SD．）で表示した．等分散の検定にはF一検定，平
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均値の差の検定にはStudent　t一検定を使用し，そ

れぞれ危険率5％以下を有意とした．

III．結 果

　1・正常ラットにおける経時的体内分布

　Table　1にTl－201およびBMIPPの経時的体内

分布を示す．心筋ではBMIPPは静注5分後から

60分後にかけて僅かに低下する傾向があるものの

集積率に有意の変化を認めなかった．静注15分後

のBMIPPの心筋／血液比は1．58，心筋／肺比は

2．44，心筋／肝比は1．31であった．Tl－201では心

筋／血液比は5．08，心筋／肺比は2．43，心筋／肝

比は3．82であった．

Table　l　Tissue　distribution　data　in　normal　rats

　2．代謝基質負荷

　各群の血糖値（mg／d／）はC群で109土15，　G群

で215土47，L群で95土28であり，　G群で他群に

比較し有意の上昇を認めた（p〈o．∞1）．Fig・3に

各群におけるT1－201およびBMIPPの心筋集積
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Fig．3　Myocardial　accumulation［％of　injected　dose

　　　　（ID）／g］of　BMIPP　and　Tl－201．

　　　　C，control　group；G，　glucose　loaded　group；L，

　　　　1actate　loaded　group．

　　　　口，BMIPP；■，　Tl－201．

　　　　a．15minutes　after　injection　of　radionuclides．

　　　　b．30　minutes　after　injection　of　radionuclides．

　　　　Data　represents　the　mean　value　and　standard

　　　　deviation（S．D．）of　five　rats．
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Fig．4　Global　myocardial　uptake　ratio　of　BMIPP　to

　　　　Tl－201（g－BMIPP／T1）at　15　minutes　after　in－

　　　　jection．　G－BMIPP／Tl　at　l5　minutes　was　cal－

　　　　culated　by　division　of　myocardial　accumulation

　　　　（％ID／g）of　BMIPP　by　that　of　Tl－201．　Data

　　　　represents　mean　value　and　SD．　of　five　rats．
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率の測定結果を示す．放射性医薬品静注15分後で

は，T1－201はL群でC群およびG群に比し有
意の集積低下を認め（p＜0・01およびP〈0・05），

BMIPPはG群でC群およびL群に比し有意の
集積低下を認めた（p＜0．001およびp＜0．05）．30

分後ではT1－201はG群でC群およびL群に比し

有意の集積増加を認め（P＜0．05），BMIPPは各群

間で有意差を認めなかった．9－BMIPP／TlはG群

でC群およびL群に比し有意に低下し（P＜0・01

およびP＜0．001），L群でC群およびG群に比し

有意の上昇を認めた（p＜0．05およびp〈0．01）

（Fig．4）．

　3．2核種オートラジオグラフィ

　オートラジオグラムの定量的検討では，各ROI

間の変動係数（CV）は放射性医薬品投与15分後の

L群を除いてBMIPPがT1－201に比し有意に高値

を示した（Fig．5）．1／o比は，　c群では放射性医

薬品静注5分，30分および60分後のBMIPPで1・0
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Fig．5　CoeMcient　of　variance（CV）of　density　in　each　myocardium．
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　　　a．control　rats．
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c．CV　in　the　group　of　C，　G　and　L　at　30　minutes　after　injection　of　radionuclides．

Data　represents　the　mean　value　and　S．D．　of　three　rats．

＊p＜0．05and＊＊p＜0．01　vs．　Tl－201．
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Fig．6　BMIPP　accumulation　ratio　of　inner　to　outer　layers　of　myocardium．

a．time　course　of　1／O　ratio　in　control　rats．

b．1／Oratio　in　the　group　of　C，　G　and　L　at　15　minutes　after　injection．

c．1／Oratio　in　the　group　of　C，　G　and　L　at　30　minutes　after　injection．

1／0ratio　was　calculated　from　autoradiogram．

Data　represents　the　mean　value　and　S．D．　of　three　rats．

＊p＜0．05and＊＊p＜0．Ol　vs．1．0．
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より有意に低値であった（p＜0．01，p〈0．05およ

びP＜0・01）．負荷群の1／0比は，15分後でG群

が1．0に比し有意に低値であったが（p〈0．Ol），他

には有意差を認めなかった．30分後では，C群お

よびL群の1／0比が1．0に比し有意に低値であっ

た（p〈0．05およびp〈0．01）（Fig．6）．

IV．考　　察

　脂肪酸代謝イメージングは，心筋の生化学的病

態を非侵襲的にとらえうるものとして，種々の心

筋疾患の病態解明，早期診断および治療効果判定

に対して期待が寄せられている．C－11標識脂肪

酸3）はサイクロトロンを有する施設に限られ一般

的ではなかった．シングルフォトン用放射性医薬

品として1－123一標識17－iodoheptadecanoic　acid

（HDA）4）や1－123一標識15－（p・iodophenyl）－pentade－

canoic　acid（IPPA）6）等の直鎖脂肪酸が報告され

ている．これらは心筋からの洗い出しを解析して，

脂肪酸代謝速度の評価を試みるものである．洗い

出しは一般に2相性となり，第1相は脂肪酸のβ

酸化，第2相は脂質貯蔵プールへの移行を反映す

るとされている．しかし，心筋からの洗い出しが

速いため多方向撮像やSPECTには適していない．

　最近開発された放射性ヨード標識側鎖メチル脂

肪酸（radioiodinated－15－［P－iodophenyl】－3－R，　S－me－

thylpentadecanoic　acid，　BMIPP）7）はβ位のメチル

基の存在によりβ酸化が阻害され，TGやPLな

どの貯蔵型脂肪として心筋内に比較的長時間とど

まり，SPECT用放射性医薬品として期待されて

いる．今回の検討ではBMIPPの心筋集積率は静

注15分後から60分後にかけて，僅かではあるが時

間とともに低下する傾向を認め，Ottoら8）の報告

と一致した．しかしTl－201と比較してもきわめ

て緩やかな心筋クリアランスであり，撮像に約20

分を要するSPECTを行うにあたっては特に問題

にはならない．BMIPPの心筋よりの洗い出しの

機序としてβ酸化以外の代謝過程が示唆されて

おり，肝臓や脳で存在が証明されているα酸化が

関与するとの説がある9）．また，心筋に取り込ま

れた後のback　diffusionの関与も考えられる．今

1527

回，BMIPPの心筋集積率は3．08－3．60％ID／9で

ありOttoら8）の報告とほぼ一致した．　Tl－201に

比し若干低い心筋集積率ではあるものの，ガンマ

線のエネルギーは1－123（159keV）がTl－201（69－

83keV　X線）に比し体外イメージングに適してい

ることを考えると，十分に臨床応用が可能と考え

られる．BMIPPの心筋／肺比，心筋／筋肉比，

はTl－201と同程度であるが，心筋／肝比がTl－201

と比較しても低値であるため，体外イメージング

の際には読影上注意すべき点と考えられた．

　正常心筋のエネルギー源は主として脂肪酸，ブ

ドウ糖および乳酸であるが，エネルギー基質とし

ての割合は環境や心筋自体の状態により変化する

（metabolic　shift）．山崎10）は，人間の正常心筋に

おいては早朝空腹時にはエネルギー源として60％

が遊離脂肪酸，28％がブドウ糖，11％が乳酸である

が，食後の心筋のエネルギー源はブドウ糖が68％，

乳酸が28％となり，遊離脂肪酸はほとんど0％に

なると報告した．また，Elmalehら11）はグルコー

ス／インスリン負荷によりイヌ心筋のC－11βメ

チルヘプタデカン酸のextraction　fractionが低下

すると報告した．今回の検討でもブドウ糖負荷群

（G群）でBMIPPの心筋集積率および9－BMIPP／

TlがC群に比して有意に低下しており，心筋の

代謝基質が脂肪酸優位の状態から血糖値上昇によ

りブドウ糖優位の状態に変化した結果，9－BMIPP／

TIが低下したものと考えられた．

　L群では，BMIPPの絶対集積量にはC群に比

し有意の変化を認めなかった．ラットの心拍数は

モニターしなかったが，解剖時に1actic　acidosis

によると考えられる著明なtachycardiaを肉眼的

に認め，それが原因と考えられるTl－201集積の低

下があり，9－BMIPP／Tlは増加した．　tachycardia

の状態では心筋がglobalな虚血に陥っており，

したがってTl－201の心筋集積が低下したと考え

られるが，それにもかかわらずBMIPP集積が保

たれていたことは興味深い．臨床上，虚血心筋の

viabilityの有無の判定に健常部とのBMIPP／Tl比

の比較が有用となるかもしれない．

　脂肪酸の心筋動態を規定する因子として心筋血
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流，血液からの脂肪酸の取り込み，心筋からの

back　diffusion，脂肪酸酸化（α，β，ω酸化），貯蔵脂

質への移行等がある．冠動脈狭窄等により心筋血

流が低下すれば脂肪酸の取り込み量は低下する6）．

血液からの脂肪酸の取り込みは主に受動輸送によ

ると考えられているが，能動輸送の関与を示唆す

る報告もある12）．心筋に取り込まれた後の脂肪酸

の代謝は貯蔵脂質への移行，および酸化の二つの

経路に大別される．今回，ブドウ糖負荷（G群）

によりBMIPP集積が低下し，9・BMIPP／T1は低

下したが，T1－201の集積はC群に比し有意の差は

なく血流低下が原因とは考えにくい．また，高血

糖状態における脂肪酸酸化の充進も考え難く，し

たがって取り込み率の低下またはback　diffusion

の増加が機序として考えられる．Elmalehら11）が

グルコース／インスリン負荷により脂肪酸の心筋

取り込み率が低下すると報告しているように，こ

の結果は，高血糖による脂肪酸の取り込み率低下

を主に反映した変化と考えられる．また，G群

で血流低下が，認められなかったにもかかわらず

BMIPPの取り込みが低下したことは，脂肪酸の

能動輸送12）の存在を示唆する所見でもある．他方，

乳酸負荷（L群）により9－BMIPP／T1が充進した

機序として脂肪酸の取り込み率の充進，back　dif」

fusionの低下，貯蔵脂質への移行増加が考えられ

る．L群には乳酸による代謝的影響とtachycardia

による虚血の双方が関与していると考えられる

が，乳酸や虚血は脂肪酸代謝に対して抑制的に作

用する13）ので取り込み率の冗進はやや考え難い．

Reskeら6）はイヌ心筋で乳酸負荷によりIPPAの

酸化が低下し貯蔵脂質への移行が増大すると報告

している．今回の結果は，BMIPPの貯蔵脂質へ

の移行増加により，α酸化やback　difrusionによ

る洗い出しが低下したことによる変化とも考えら

れる．しかし，BMIPPの動態に及ぼすα酸化の

関与や，back　diffusionの存在については不明な

点が多く，また取り込み率の充進も完全には否定

できず，詳細は不明である．

　今回のCVや1／0比を用いたオートラジオグ

ラムの定量的検討では，BMIPPの心筋内分布は

Tl－201に比し不均一で，また心筋内膜側のBMIPP

集積が心筋外膜側に比し低下することが多かった．

この心筋局所の脂肪酸代謝の不均一性は，代謝基

質負荷群ラットのみならず対照群にも認められた．

心筋局所のエネルギー代謝の不均一性について，

ATPやCP含量から検討した報告がある14・15）．

生理的状態においては，心筋エネルギー基質の大

部分を脂肪酸が占めるので，ATPやCP含量の不

均一性が脂肪酸代謝の不均一性と密接に関連して

いると推測されるが，脂肪酸代謝の不均一性がい

かなる機序で生じるかは，現時点では不明である．

BMIPPとT1－201のCVには有意の相関はなく，

また，血流分布の影響を除外したBMIPPの心筋

内膜／外膜側比（1／0）が1．0より有意に低下する

場合が頻繁に認められたことより，局所血流分布

の不均一性が脂肪酸代謝の不均一性を生じたとは

考え難い．視覚的にもBMIPPとTl－201の分布

パターンに明らかな相違を認めることがほとんど

であり，特に心筋肥大部でBMIPPの集積低下を

認めることが多かったが，肥大をまったく認めな

い部位でも同様の所見があり，必ずしも肥大に特

異的ではなかった．また，心筋の解剖学的構築の

特殊性（三層構造），心筋局所の神経支配16），およ

び壁運動の不均一性1？）とBMIPP分布の不均一性

がいかなる関連を有するかは興味深い点であるが，

今後の検討課題である．

　高血圧ラット18）や心筋症ハムスター19）で，

Tl－201に比し，より早期に側鎖脂肪酸の分布異常

が出現し，特に心内膜側での低下が著しいとの報

告がある．今回の検討では急性の代謝基質負荷群

特有の分布異常は認めなかった．器質的変化を主

とする高血圧や心筋症等の慢性疾患に対して，機

能的変化が主である急性代謝基質負荷では前者ほ

どの明らかな差が出現しないようである．ただ，

今回の実験ではラットが各群で3匹ずつと少なく，

心筋肥大等の個体的影響がより顕著に現れたこと

も一因と考えられる．

V．結　　論

1－125標識BMIPPとTI－201をラットに同時投
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与して，BMIPPが心筋の血流以外に脂肪酸代謝

に関するいかなる情報を与えうるかについて検討

し，以下の結論を得た．

　1）BMIPPの心筋内放射能は静注5分後から

60後までほぼ一定ーであり，BMIPPはSPECTに

適した特性を備えた放射性医薬品と考えられた．

　2）BMIPPの心筋／肺比，心筋／骨格筋比は

T1－201と同程度であるが，心筋／肝比が低く，体

外イメージングの際には注意が必要と考えられた．

　3）ブドウ糖負荷によりBMIPPの心筋集積率

（％ID／9）および心筋取り込み比（9－BMIPP／Tl）が

対照群に比し有意に低下した．また，乳酸負荷に

より心筋血流量は対照群に比し有意に低下し，

9－BMIPP／T1は有意に増加した．

　4）2核種オートラジオグラムから算出した

BMIPPの心筋内分布は，　Tl－201に比し不均一で，

心筋内膜側が心筋外膜側に比し有意に低値であっ

た．

　以上，BMIPPは脂肪酸代謝イメージング用放

射性医薬品としてSPECTに適した特性を有して

おり，またTl－201とBMIPPの2核種イメージン

グにより，心筋血流以外の脂肪酸代謝に関する情

報を分離評価可能であり，今後各種心筋疾患の病

態生理の理解と早期診断に役立ち得るものと考え

られた．
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Summary

Separate　Evaluation　of　Beta－Methy1　Fatty　Acid　Uptake

　　　　　　　　　and　Perfusion　in　Rat　Myocardium

Mitsuru　TANIGucHI，　Hisashi　BuNKou，　Kenichi　NAKAJIMA，　Junichi　TAKI，

Akira　MuRAMoRI，　Ichirou　MATsuNARI，　Ichirou　NAMBu，　Yasushi　SHIIREI，

　　　　　　　　　　　　　　　Norihisa　Tonami　and　Kinichi　HlsADA

1）epart〃le〃t　6ゾNttclearルfedicine，　Kanazawa　Univef・sity∫（ゾ～ool　ofルfε4∫c「〃e，1（anaza”・a　920，」砲α〃

　　The　kinetics　and　distribution　of　I－125　beta－

methyl　iodophenyl　pentadecanoic　acid（BMIPP）

in　rat’s　heart　were　studied　fbr　separate　evaluation

of　perfusion　and　metabolism．　T1－201　and　BMIPP

were　simultaneously　injected．　The　experimental

groups　consisted　of　control（C），　glucose（G）and

sodium　lactate　loaded　group（L）．

　In　C，　myocardial　uptake　at　5　minutes　after

BMIPP　injection　was　3．60％ID／g　and　remained

constant　up　to　60　minutes．　The　myocardium／lung

ratio（2．44）and　the　myocardium／muscle　ratio（4．55）

of　BMIPP　were　almost　equal　to　those　of　T1－201．

But　myocardium／liver　ratio　was　low（1．31）．　In　G，

myocardial　uptake　of　BMIPP（1．94土0．36％ID／9）

and　g－BMIPP／Tl（0．31土0．03）at　15　minutes　after

injection　were　significantly　decreased（p＜0．001）

than　those　of　C（3．16士0．18％ID／g　and　O．48±

0．05）．In　L，　myocardial　perfusion　was　decreased

and　g－BMIPP／T1（0．73土0．14）was　significant］y

higher（p〈0．01）than　those　of　C．

　　Coe箭cient　of　variance　of　the　density　within　a

myocardium，　and　the　ratio　of　inner　to　outer　layer

of　myocardium（1／O　ratio）were　calculated　from

autoradiogram　by　videodensitcmetry．　The　myo－

cardial　distribution　of　BMIPP　was　more　inhomo－

geneous，　and　the　I／O　ratio　was　lower　than　that　of

Tl－201，　although　these　were　not　specific　for

metabolic　interventions．

　　In　conclusion　BMIPP　is　suitable　for　SPECT

imaging　and　dual　nuclide　imaging　by　BMIPP　and

Tl－201　will　provide　informations　about　myocardial

fatty　acid　metabolism　and　perfusion．

　　Key　words：　Radioiodinated－15－（p－iodophenyl）－

3－R，S－methyl　pentadecanoic　acid（BMIPP），　Auto－

radiography，　Myocardium，　Glucose，　Lctate，　TI－

201．
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