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ミトコンドリア筋症におけるヨード脂肪酸

　　　心筋シンチグラフィの臨床的検討
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　要旨心筋脂肪酸代謝を評価する日的で開発された放射性医薬品であるβ一methyl－P－（iL’31）iodophenyl－

pentadecanoic　acid（1231－BMIPP）を用いて，ミトコンドリア筋症における心筋障害を評価した．ミトコンド

リア筋症のうち慢性進行性外眼筋麻痺（CPEO）の4例では，1231．．BMIPPの心筋への集積度は201T1よりも

高値であった．これに対し，Mitochondrial　myopathy，　encephalopathy，　lactic　acidosis，　and　stroke－like　epi－

sodes（MELAS）の2例およびMyoclonus　epilepsy　with　ragged－red　fibers（MERRF）の1例では1231－BMIPP

の集積度はL’OITIより低値を示し，視覚的にも両核種の所見の間に乖離が認められた．　MELASおよび

MERRFの3例では心エコーおよび心電図で心筋の異常所見が認められたが．　CPEOの4例では特に明ら

かな心筋障害を示唆する所見は認められなか・・た．1231－BMIPPは，心筋ミトコンドリア機能を反映する可

能性のある放射性医薬品であり，ミトコンドリア筋症における心筋障害の診断に有用と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：453－461，1992）

1．緒　　言

　β一methy1－p－（1231）iodophenylpentadecanoic　acid

（以下i231－BMIPP）は，心筋脂肪酸代謝を評価す

る口的で開発された放射性医薬品である1）．本剤

は脂肪酸として心筋細胞内に取り込まれた後，初

期反応ではβ酸化を受けず，主としてトリグリセ

ライド合成を経てミトコンドリア分画をはじめと

する脂質プールに保持されることが知られてい

る2）．したがって，本剤の心筋内分布から脂肪酸

代謝を反映した情報が得られることが期待さ

れ3－・7），ミトコンドリアの障害は本剤の集積低下
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をもたらすことが動物実験で示されている8）．一

方，Kearns－Sayre症候群でうっ血性心不全のため

心臓移植を必要とした例9）や，うっ血性心不全で

死亡したミトコンドリア筋症の例lo）も報告され

ている．そこでわれわれは，ミトコンドリア筋症

の心筋障害の診断における1231－BMIPPの有用性

を，201TICIと対比して検討したので報告する．

II．対象および方法

　1．対　　象

　当院治験審査委員会の承認を経て，1231－BMIPP

の臨床試験第3相が，肥大型心筋症6例，二次性

心筋症の疑われる7例について実施された．後者

はすべてミトコンドリア筋症であり，今回はこの

7例を対象とした．本試験は，患者にその内容に

ついて事前に十分に説明した上で，文書による同

意を得て実施された．

　患者の平均年齢は34．0±17．8歳で，男性5名，

女性2名である．すべての患者は，臨床経過およ

び所見に加え，骨格筋生検によりミトコンドリア
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454 核医学　29巻4号（1992）

Table　l　Clinical　data　of　patients　with　mitochondrial　myopathy

Case

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

Age　　Sex　　Diagnosis　　CTR

27　　　M
15　　　M

25　　　M
23　　　F
69　　　F

42　　　M
37　　　M

CPEO（KSS）　WNL
CPEO　　　　　WNL
CPEO　　　　　WNL
CPEO　　　　　WNL
MELAS　　　52％
MELAS　　　WNL
MERRF　　　54％

　　　ECG

PAC
RBBB
NP
NP
V4＿6　ST　depression

NP
I－III，　aVL．F，　V5＿6

Tinversion

UCG
MVP
NP
NP
NP
NP
LVH
ASH

CPK（MB）

　24．2

　　1．4

　44．1

　　2．8

　　5．3

　　2．2

　18．2

CPEO：chronic　progressive　external　ophthalmoplegia，　KSS：Kearns－Sayre　syndrome，　MELAS：mitochondrial

myopathy，　encephalopathy，　lactic　acidosis，　and　stroke－like　episodes，　MERRF：myoclonus　epilepsy　with　ragged－

red　fibers，　PAC：premature　atrial　conduction，　RBBB：right　bundle　branch　block，　MVP：mitral　valve　prolapse，

LVH：left　ventricular　hypertrophy，　ASH：asymmetrical　septal　hypertrophy，　CPK（MB）：creatinine　phosphokinase

isozyme；MB，　in　serum，　WNL：within　normal　limit，　NP：nothing　in　particular
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Segmentation　in　quantitative　analysis．　NB：

near　base，　MV：mid－ventricle，　NA：near　apex，

AL：　antero－lateral，　AS：　antero－septa1，　PS：

postero・septal，　PL：postero．｜ateral

筋症の診断が確定されていた（Table　1）．症例14

は，慢性進行性外眼筋麻痺（CPEO）である．これ

に対して，症例5－6はMitochondrial　myopathy，

encephalopathy，　lactic　acidosis，　and　stroke－like

episodes（MELAS）であり，症例7はMyoclonus

epilepsy　with　ragged－red　fibers（MERRF）である．

　2．イメージンゲおよびデータ収集法

　用いた放射性医薬品は，1231－BMIPP（開発コー

ドNMB15，日本メジフイジックス社製），および

20iTICIである．それぞれの放射性医薬品は，検

定日時において111MBq（3　mCi）であった．前

日夕食後より絶食し，安静仰臥位にてi231－BMIPP

l59－174　MBq（4．3－4．7　mCi），201TIC1207－218MBq

（5．6－5．9　mCi）を肘正中静脈より投与した．1231・・

BMIPP投与の約1か月後に201TIC1が投与され
た．

　心筋イメージングは，1231－BMIPP，201TIC1と

もに投与20分後と4時間後に，島津社製ZLC75

対向型ガンマカメラと同社製データ処理装置シン

チパック2400を用いて，1方向40秒で36方向

の360°法にて行われた．用いたコリメータは

i231－BMIPPが中エネルギー汎用型，201TIC1が低

エネルギー高分解能型であった．バターワースフ

ィルタリング（カットオフ周波数：0．24cycle／pixel）

の後，画像再構成にはフィルター（Shepp－Logan）

補正逆投影法を用い，吸収補正は行わずにSPECT

像を作成した．

　3．検討項目および方法

　A．視覚的検討

　1231－BMIPPおよび20iTICIのSPECT像から

Fig．1のように3断面を選択して17区分し，視

覚的に初期像を対比して両者の相違を検討した．

おのおのの核種のおのおのの断面において，グ

レースケールと対比して各区分の集積度を5段階

に分け，最高集積段階より2段階以上の低下を集
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積低下と判定した．ホットスポットを形成した区

分は集積増加と判断した．

　B．定量的検討

　1231－BMIPPおよび201TIC1のSPECT像を以下

のように定量的に比較検討した．20分後の初期像

および4時間後の後期像から，心内腔の明瞭に描

出された左室短軸断層像6－8断面を選んで，

circumferential　profile　curveを作成した．初期像

と後期像の対応する断面から，後述のごとく洗い

出し率を算出した．心基部寄り2－3断面，心室中

央部2断面，心尖部寄り2－3断面をまとめ，それ

ぞれを図のように4分割して全体で12区域につい

て検討した（Fig．2）．左室短軸断層像の選択にお

いては，部分容積効果の影響が大きいと思われる

心基部および心尖部を除外した．同一の症例にお

けるそれぞれの核種ごとの画像再構成に際して，

可能な限り軸および断面の一致が図られた．肝臓

からのカウントの重なりが著しい断面は検討から

除外した．

　a）1231・BMIPPと20iTICIの集積度

　初期像における201TIC1と1231－BMIPPの集積

度を対比することにより，心筋灌流量に対する

1231－BMIPPの集積性を検討した．20iTICIと1231－

BMIPPの集積度は，まず選択した心筋断面全体

の平均値を1ピクセル当たりのカウントで求め，

次におのおのの核種の投与量を37MBq（l　mCi）

当たりのカウントに補正して比較した．

　b）1231－BMIPPと201TICIの集積の不均一性

　おのおのの核種の心筋における初期分布の集積

の不均一性を12区域間のカウントのばらつきで検

討した．すなわち，まず各区域のカウントを求め，

次に全12区域のカウントの平均値と標準偏差を求

め，その標準偏差を平均値で除して変動係数を求

めた．

　c）1231－BMIPPと201TIC1の洗い出し率

　洗い出し率に脂肪酸代謝が反映されるものであ

れば，病型による差が存在することが考えられる．

そのため，まず選択した心筋断面における各区域

の洗い出し率を（初期像カウント数一後期像カウ

ント数）／初期像カウント数として求めた．次に全
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区域の洗い出し率を加算し，その平均値を求めて

比較検討した．洗い出し率の算出にあたっては，

おのおのの核種の減衰率による補正を行った．

　4．1231－BMIPPの安全性の検討

　1231－BMIPP投与前および約1か月後に，末梢

血，血液生化学検査および検尿を施行して安全性

を検討した．

III．結　　果

　A・視覚的検討

　i231－BMJPPおよび20iTICIのSPECT像を視覚

的に対比し，両者の相違を検討した結果をTable　2

に示す．また，代表的な例をFigs．3，4に呈示す

る．CPEOの症例（1－4）では，基本的には両核種

の心筋集積は良好でほぼ均一であった．Fig．3は

症例1であるが，下部中隔では201TIC1も1231－

BMIPPも共に集積が低下している．一方，下壁

心尖部寄りでは1231－BMIPPの集積が低下してい

る．症例4では1231－BMIPPの初期分布がやや不

均一であり，そのため，20iTICIの初期像との間

に乖離を示した．これに対して，MELASおよび

MERRFの症例5，6および7では，201Tlの集積

低下部位で1231－BMIPPはさらに低下し，201Tlの

集積正常部位でもi231－BMIPPの集積低下が観察

されることが多かt・た．Fig．4は症例6であるが，

下壁において20iTICIも1231－BMIPPも共に集積

が低下している．また，前側壁・後側壁・下部中

隔・心尖部においてはi231－BMIPPの集積低下が

201TIC1の集積低下より大である．症例6，7は心

エコー上軽度の左室肥大および非対称性中隔肥厚

の症例であるが，i231－BMIPPの集積増加は認め

られず，むしろ低下が観察された．

　B．定量的検討

　Table　3に，初期分布における1231－BMIPPお

よび201TICIの集積度，初期分布の変動係数，お

よび洗い出し率を示す．ミトコンドリア筋症のう

ち症例1－4はCPEOであり，一方，症例5，6は

MELASで，症例7はMERRFである．

　全区域の集積度の平均値でみると，CPEOでは

1231－BMIPPの方が201T1よりも集積度が高値で
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Table　2

核医学 29巻4号（1992）

Visual　comparison　of　myocardial　SPECT　images　between　i231－BMIPP

　　　　　and　L’olTICI　in　mitochondrial　myopathy

Case
Short　axis（near　base） Short　axis（near　apex）

1
2
3
4
5
6
7

Long　axis

Seg．1　2

E
T

3 4

ノ

／

5

E

B
ー
ー

　
E
B

B
B
B

　
B

6 7 8 9　　　10　　11　　12　　13　　14　　15　　16

B　
　
B

B
E
B

T
T

　
Z
B
B

－
　

E

B

Z
1

EB
B
E

E
T
B

T
E

17一

／

E
BE：123J－BMIPP　uptake　decreased　as　well　as：）oiTICI　uptake　did．　B：IL）31－BMIPP　uptake　decreased　more　than

L）（）IT｜Cl　uprake　did．　T：20iTICI　uptake　decreased　more　than　IL）31－BMIPP　uptake　did．　Z：1231－BMIPP　uptake

increased　but　L）olTICI　uptake　did　not　increased．／：The　comparison　was　impossible　due　to　overlapping　activity

from　the　myocardium　and　the　liver．　Blanks　mean　that　both　uptakes　of　iL’31－BMIPP　and　L’olTICI　neither　increased

nor　decreased．

a　case　with　CPEO

SPEC【「lmages

1231．BMIPP

20iTICI

Fig．3　SPECT　images　of　1231－BMIPP　and　201TICL　A　case　with　CPEO（Case　1，　see

　　　　Table　l）．　The　myocardial　uptake　of　1231・BMIPP　decreased　in　postero－septal

　　　　region　as　well　as　201TICI　did，　However　in　infero－apical　region，　the　myocardial

　　　　uptake　of　1231・BMIPP　decreased　more　than　201TICI　uptake　did．

ある．これに対して，MELASおよびMERRF
では1231－BMIPPの集積度は201T1の集積度を下

回っている．このことは，血流分布に対する脂肪

酸の集積性が，今回検討した範囲ではCPEOよ

りMELASおよびMERRFにおいて低下してい
ることを示している．

　1231－BMIPPの初期分布における変動係数は，

症例2を除けば，CPEOよりMELASおよび
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a　case　with　MELAS

SPECT　lmages

i231・BMIPP

20iTICI

Fig．4　SPECT　images　of　iL’31．BMIPP　and　L）olTICI．　A　case　with　MELAS（Case　6，　see

　　　　　　Table　D．　The　myocardial　uptake　of　IL’31－BMIPP　decreased　in　the　antero－lateral，

　　　　　　postero－lateral，　postero－septal，　and　apical　regions　when　compared　to　that　of

　　　　　　2‘nTICI　in　the　corresponding　regions．　However　in　the　infero－posterior　region，

　　　　　　the　myocardial　uptake　of　iL’31－BMIPP　as　well　as　L’oiTICI　decreased．

Table　3 Comparison　of　myocardial　uptake，　initial　count（20　min）CV　and　washout　rate　between

iL’31・－BMIPP　and　L’eiTICI　SPECT　images　in　patients　with　mitochondrial　myopathy

Corrected　counts ］nitial　count　CV Washout　rate
Case

1
2
3
4
5
6
7

BM
89．4

230

121

57．1

89．2

91．5

74．1

T1

88．O

lO7

109

51．0

99．1

138

90．5

BM／Tl

1．02

2．15

1」1

1．12

0．9

0．66

0．82

BM
O．093

0．131

0．101

0．090

0．121

0．138

0．119

Tl

0．089

0．ll4

0．081

0．104

0．134

0．141

0．120

BM／Tl

1．04

1．15

1．25

0．87

0．90

0．98

0．99

BM
17．7

16．7

14．5

－
8．O

lO．4

10．3

14．4

Tl

19．1

47．1

40．7

33．4

29．1

32．3

30．4

Corrected　counts：myocardial　average　counts／pixel　of　12myocardial　segmentsβ7　MBq　of　administrated　dose

CV・c・・箭・i・n・・fva・i・・i・n－ ：濡蒜謡1嬬篇1麟霊蒜
BM：1231－BMIPP，　Tl：2｛｝iTICI

　　　　　　　　　　　　　　　Cl－C2
Washout　rate（％）：一．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一×loo
　　　　　　　　　　　　　　　　　Cl

　Cl：mean　initial　counts　of　12myocardial　segments

　C2：mean　decay　corrected　counts　of　4　hr－12myocardial　segments
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MERRFの方が大きい．変動係数の大きさは脂肪

酸集積率の不均一性が大であることを示すが，症

例が限られており，MELASおよびMERRFに
おいて脂肪酸集積の不均一性が大きいとは断定で

きない．1231－BMIPPと201Tlの変動係数を比較

すると，症例1－3では前者が大であり，症例4－7

では後者が大であった．脂肪酸集積の不均一性と

血流分布の不均一性との間には一定の傾向は見ら

れず，また，CPEOとMELASおよびMERRF
との間にも明らかな差は認められなかった．

　1231－BMIPPと201Tlの洗い出し率を比較する

と，前者の方が低値であまり洗い出されておらず，

症例による洗い出し率のばらつきも大であった．

また，CPEOとMELASおよびMERRFとの間
に一定の傾向は見られなかった．

　C．1231－BMIPPの安全性の検討

　1231－BMIPP投与前および約1か月後に施行し

た末梢血，血液生化学検査および検尿において，

有意の変動はなかった．また，特に副作用は認め

られなかった．

IV．考　　察

　ミトコンドリア筋症は，Ragged－red　fi・bers

（RRFs）などの骨格筋ミトコンドリアの形態また

は機能的異常を示し，脳をはじめとする諸臓器が

障害される疾患群の総称であり，Table　4のよう

に分類される11）．

　ミトコンドリア内膜には電子伝達系が存在し，

Fig．5のように産生したエネルギーをATPとし

て蓄積する川．このエネルギー産生が障害される

と，骨格筋，心筋，神経，眼，腎などのエネル

ギー消費の多い諸臓器の機能が低下して様々な症

状が出現することになる．

　Ichikiらは，　MELASの1剖検例において，脳，

心筋，骨格筋，肝，腎で複合体1活性の低下を報

告している12）．特に心筋については，正常の41％

であったとしている．CPEOについては，　Hurko

らが1剖検例で脳，心筋，骨格筋，肝，腎におけ

るミトコンドリアDNAの変異を報告しており，

心筋では64％に変異が認められた13｝．CPEO，

Table　4 Clinical　classification　of　mitochondrial　myo・

pathy

　　　1．　CPEO　with　RRFs

　　　　　KSS
　　　　　Ocular　myopathy

　　　2．　MERRF
　　　3．　MELAS
　　　4．　Leigh’s　disease

　　　5．　Alpers’disease

　　　6．　Canavan’s　disease

　　　7．Menkes’disease
　　　8．　CPT　deficiency

　　　9．Systemic　carnitine　deficiency

　　　10．　Infantile　form：

　　　　　Fatal　infantile　form

　　　　　Benign　infantile　form

　　　　　Encephalomyopathic　form

　　　　　　acute　type
　　　　　　chronic　type

　　　11．Miscellaneous

CPEO，　KSS，　MELAS：see　Table　1．　RRFs：ragged－

red　fibers，　MERRF：myoclonus　epilepsy　with　RRFs，

CPT：carnitine　palmitoyltransferase

MELAS，　MERRF間の病型の移行も報告されて

おり13），ミトコンドリアDNAの変異が高齢化す

るほど増加するとの報告もある14）．様々な神経筋

疾患において，チトクロームCオキシダーゼ欠損

線維やRRFsの出現が報告されており15），肢帯型

の筋萎縮・筋力低下をきたしている例においても，

ミトコンドリア異常を念頭においた注意深い検討

が必要とされているll）．　Channerらは，　Kearns－

Sayre症候群でうっ血性心不全のため心臓移植を

必要とした症例を報告し9），Tanakaらも，うっ血

性心不全で死亡したミトコンドリア筋症の症例を

報告している10）．

　1231－BMIPPは，心筋脂肪酸代謝を評価する目

的で開発された放射性医薬品であり1），脂肪酸と

して心筋細胞内に取り込まれた後，初期反応では

β酸化を受けず，主としてトリグリセライドに合

成されて脂質プールに保持される2）．トリグリセ

ライドは分解代謝が比較的速やかで，脂質プール

の中でも備蓄基質として重要であると考えられ

る．したがって，本剤の心筋内分布を記録するこ

とで，心筋の脂肪酸代謝を反映した情報が得られ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Amlno　acid

　　　　　　　Pyruvate　　司　　　　　　　　　　　Amino　acid

　　　　　　Glucose
　　　　　　　◆
Fatty　acid　　　　　Pyruvate

Fatty　acyl　CoA

　β一〇xidat

Mitochondrial　membrane

〉、A、1，。1C。A

　　　ボ

TCA
cycle

　↓

NADH－一一

一S・cci・a・・一［コ
　　　　　　　　　↓

1 →⑭→
〒Cyt　C　）

質

IV

02

H，O

ADP＋Pi　　ATP

1：NADH・ubiquinone　oxidoreductase

II：succinate・ubiquinone　oxidoreductase

皿：ubiquinol・cytochrome　c　oxidoreductase

IV：cytochrome　c　oxidase

V：FoFl・ATPase

Fig．5　Energy　metabolism　in　mitochondria．

ることが期待されている3’－7）．緒方らは，アドリ

アマイシン投与により作成したかなり特異的なミ

トコンドリア障害心筋において，201Tlの心筋内

摂取率が低下しないにもかかわらず，1251－BMIPP

の心筋内摂取率が特にミトコンドリア分画におい

て低下していることを報告した8）．また，動物実

験において，藤林らは，β酸化阻害剤の投与によ

り1251－BMIPPの心筋内トリグリセライドへの含

量が増加することを報告し3），Fujibayashiらは

ATP含量の増減に一致して1251－BMIPPの心筋含

量も増減することを報告している4）．

　今回の結果で，ミトコンドリァ筋症のうち

Kearns－Sayre症候群1例を含むCPEOの4例
は，201T1より1231－BMIPPの方が集積度が高く，

MELASおよびMERRFの3例は逆に201Tlよ

り1231－BMIPPの方が集積度が低かった．このこ

とは，平均年齢において前者が23歳であるのに対

し後者が49歳と高く，ミトコンドリアDNAの変

異が高齢化するほど増加するとの報告14）と考え

合わせると，ミトコンドリアの機能異常を示唆す

るようで興味深い．しかし，今回は臨床試験第3

相のため，健常者における若年者群と高齢者群と

の対比検討ができなかった．今後の慎重な検討が

必要と思われる．

　CPEOの4例では胸部X線像，心電図および

心エコーにおいて明らかな心筋障害を示唆する所

見は認められなかった．一方，MELASおよび

MERRFのうち2例においては心エコー上心筋が

肥厚し，特にMERRFの1例は明らかな肥大型

心筋症の像を呈していた，また，残る1例は心電
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図上V4－6でST低下を示しており，心胸郭比が

52％であった．これらの症例における心筋ミト

コンドリアについては検討し得ていないが，先に

述べた心エコーや心電図の異常は，心筋ミトコン

ドリアの機能の異常を反映しているのかもしれな

い．1231－BMIPPの集積度の低下が単に加齢の影

響だけによるものでないのであれば，本剤は心筋

ミトコンドリアの機能の異常を把握することがで

きる可能性があるともいえる．しかし，今回の症

例はいずれも冠動脈造影が施行されておらず，

i231－BMIPPの心筋集積に対する血流の影響も否

定できない．また，心筋肥厚による二次的な集積

低下をきたしている可能性もある．これらの点に

ついては，今後さらに検討を要すると思われる．

　CPEOの4例については，今後他の病型に移行

する可能性13｝や，うっ血性心不全にいたる可能

性9）もあり，また，加齢による病勢の進行も考え

られる14）．したがって，この4例についてもこれ

からの十分な経過観察が必要と思われる．

　心筋症ハムスター（Bio　14．6）5）や自然発症高血

圧ラット6）における報告では，いずれも1231－

BMIPPの心筋集積が201Tlの心筋集積低下に先

行して低下することが報告されている．ミトコン

ドリア筋症においても，同様に心筋代謝異常を反

映した所見を201Tlより早期から呈する可能性が

考えられる．

V．結　　語

　i231－BMIPPは，心筋ミトコンドリア機能を反

映する可能性のある放射性医薬品であり，ミトコ

ンドリア筋症における心筋障害の診断に有用と考

えられた．
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Summary

Clinical　Study　on　Myocardial　lmaging　with　p－Methyl－p・（1231）－lodophenyl－

　　　　　Pentadecanoic　Acid　in　Patients　With　Mitochondrial　Myopathy

Koichi　KIHARA＊，　Masayuki　NAKAJo＊＊，　Hirohisa　SHoNo＊，　Ryuichiro　ANAN＊，

　　　　　　Yutaka　OTsuJI＊，　Shoichiro　NAKAo＊，　Yoshiaki　NAKABEppu＊＊，

Masanori　NAKAGAwA＊＊＊，　Masaru　KuRIYAMA＊＊＊，　Hidctoshi　FuKuNAGA＊＊＊＊，

　　　　　　　　　　　　　Mitsuhiro　OsAME＊＊＊and　Hircmitsu　TANAKA＊

　　　　　　＊　First　Depart〃lent　oゾ’1〃’er〃a／ル1ρdi（’ine，＊＊1）epa〃〃lent　oゾ’Radio　logy，

＊＊＊　Tli　irct「Z）epart〃le〃’ρゾ’Interna1ルfedi（’ine，　Fa（・〃〃y　oゾ’／レredi（’ine，　Kagoshi〃la｛ノ’1’versity

　　　　　　　　　　＊＊＊＊Depart’ne〃τ0ゾ〈／euro／0宮夕，　Mina〃li　Kyiishu”osp’／al

　　Myocardial　imaging　with　／S－methyl－p－（1L）31）－

iodophenyl－pentadecanoic　acid（i2：31－BMIPP），　a

new　radiopharmaceutical　designed　to　evaluate

myocardial　fatty　acid　metabolism，　was　performed

in　7　patients　with　mitochondrial　myopathy　to

detect　their　myocardial　damages　in　comparison

with　201Tl　myocardial　imaging．　These　patients　were

divided　into　4　chronic　progressive　external　oph－

thalmoplegia　（CPEO）cases，2　mitochondrial
myopathy，　encephalopathy，　lactic　acidosis，　and

stroke－1ike　episodes（MELAS）cases　and　l　myo－

clonus　epilepsy　with　ragged－red　fibers（MERRF）．

In　visual　assessment，　we　oヒserved　more　myo－

cardial　segments　with　decreased　uptake　of　1231－

BMIPP　compared　to　201Tl　in　MELAS　cases　than

in　CPEO　cases．　The　mean　myocardial　uptake　of

1231・BMIPP　was　higher　than　that　of　201TI　in

CPEO　cases．　On　the　other　hand，　in　MELAS　and

MERRF　cases，　the　mean　myocardial　uptake　of

i231－BMIPP　was　lower　than　that　of　201T1．　Ab－

normal　findings　suggesting　myocardial　damages

were　observed　in　echocardiogram　and／or　in

electrocardiogram　in　MELAS　and　MERRF　cases，

while　no　such　abrormal　findirJgs　were　oヒserved　in

CPEO　cases．

　Along　with　the　previously　reported　experimental

result　that　the　impairment　of　rat　myocardial

mitochondria　decreased　myocardial　uptake　of
i251－BMIPP，　these　resu）ts　suggest　that　i231－BMIPP

may　be　useful　to　detect　myocardial　damages　in

patients　with　mitochondrial　myopathy．

　Key　words：　　β一methyLp－（1231）－iodophenyl－

pentadecanoic　acid（1231－BMIPP），　Mitochordrial

myopathy，　Myocardial　fatty　acid　metabolism．

Presented by Medical*Online


	0453
	0454
	0455
	0456
	0457
	0458
	0459
	0460
	0461



