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《症例報告》

1231－BMIPP心筋無集積と1型CD36欠損がみられた

　　　　　　　　　肥大型心筋症について

渡辺　賢一＊　　宮島　静一＊＊

広川　陽一＊＊＊

草野　頼子＊＊　田辺　直仁＊＊

　要旨　症例は57歳男性で，胸部圧迫感と息切れを主訴として来院した．心エコー図，左室造影，左

心室生検像などから，家族性拡張相肥大型心筋症（HCM）と診断された．2°iTl心筋シンチグラムでは心

室中隔部の集積増加がみられたが，i23・　1－BMIPPの心筋集積はみられなかった．

　CD36は長鎖脂肪酸受容体や酸化LDL受容体として脂肪酸代謝や動脈硬化との関連が注目されてい

るが，本症例は1型CD36欠損がみられた．　CD36欠損，特に単球と血小板ともに欠損する1型CD36

欠損がi231－BMIPP心筋無集積の一因子と思われる遺伝性HCM例を報告した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：481－486，1997）

1．はじめに

　i231一β一methyl－p－iodophenylpentadecanoic　acid

（BMIPP）は20iTICI（Tl）などの心筋血流画像では得

られない脂肪酸代謝異常を検出でき，虚血性心疾

患や心筋疾患に臨床応用されているト6）．BMIPP

は良好な心筋集積像が得られるが，稀に集積がみ

られない例が報告されその機序や臨床的意義が問

題となっている7・8）．

　CD36は血小板のトロンボスポンジンやコラー

ゲン受容体，酸化LDL受容体としての役割だけ

でなく，長鎖脂肪酸受容体として脂肪酸代謝や動

脈硬化との関連が注目されている7”10）．

　われわれは肥大型心筋症（HCM）で，　BMIPPの

心筋無集積と1型CD欠損がみられた症例を経験
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したので報告する．

II．症　　例

　57歳，男性

　主訴：労作時呼吸困難と胸部圧迫感，背部痛

　既往歴，合併症：54歳，耐糖能異常，高血圧

　家族歴：兄がHCM

　現病歴：54歳から高血圧で治療を受けていた

が，最近労作時に呼吸困難と胸部圧迫感が出現す

るようになる．兄がHCMで治療中のため心精査

を希望し当科受診となる．血液検査ではFBS　119

mg／dlとHb．，。7．1％が高値を示したが，乳酸，ピ

ルビン酸，ケトン体分画，カルニチン分画など正

常であった．心電図は左室肥大パターンを示し

た．心エコー図では心室中隔11mm，左室後壁

9mmであったが下部心室中隔では18mmと肥

厚がみられた．左室拡張末期径は56mmで，左

室駆出率は37％と低下していた．心臓カテーテ

ル検査では冠動脈に狭窄は認めなかった．左室造

影では拡張末期容量係数124m〃m2，左室駆出率

49％と左室の拡大と収縮能の低下が認められた．

左室心内膜心筋生検では心筋細胞肥大，錯綜配
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Fig．1　Subendocardial　tissue　from　left　ventricular　free

　　　wa1L　H－B　stain．　Endomyocardial　biopsies　were

　　　obtained　from　the　left　ventricular　free　wall　by

　　　bioptome　immediately　after　cardiac　catheteriza－

　　　tion　and　angiocardiography．　Photomicrograph

　　　shows　marked　hypertrophy，　fibrosis　and　abnorrnal

　　　arrangement　of　myofibers（disarray）．
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Fig．2　1231－BMIPP　planar　imaging．　Planar　imaging

　　　revealed　no　myocardial　l2〕1－BMIPP　uptake　in　this

　　　case．

列，線維化がみられHCMと診断された（Fig．1）．

　BMIPPシンチグラム：初期像と後期像ともに

BMIPPの明瞭な肝集積を認めるのに対し，心筋集

積は認めずSPECT像は作成できなかった（Fig．2）．

　Tlと1231－metaiodobenzylguanidine（MIBG）シン

チグラム：Tlシンチグラムでは中部から下部心室

中隔の洗い出しが3時間，24時間後像で低下し，

再分布様所見を示した．MIBGシンチグラムでは

心室中隔の集積が高値で，下側壁の集積低下がみ

られた（Fig．　3）．

　CD36欠損：CD36は単球と血小板ともに欠損

がみられ，1型CD36欠損症と診断された（Fig．4）．

m．方　　法

　BMIPPシンチグラフィは6時間以上の絶食

後，111MBq安静静注15分後と3時間後にpla－

nar像とSPECT像を撮像した．　Tlシンチグラフィ

はエルゴメータ負荷にて111MBq静注15分後，

3時間後と24時間後にSPECT像を撮像した．

MIBGシンチグラフィはlllMBqを安静静注し，

15分後と3時間後にSPECT像を撮像した．使用

機器は低エネルギー汎用コリメータを装着した7－

camera（シーメンス社ZLC－D－ORBITER　75）を用

い，planar像は5分間，　SPECT像は5．6度毎1方

向25秒，180度収集で撮像し，データ処理は島

津社シンチパック24000を用いた6）．

　心臓カテーテル検査は左室造影と冠動脈造影後

に左心室側壁の心内膜生検を行い，黒滝染色，H－

E染色，Azan染色にて組織学的診断をした6）．

　CD36はフローサイトメトリー（FACS）法を用

いて検索した8・’一　10｝．単球はCD14とCD36，血小

板はCD41とCD36のtwo－color　analysisを行い，

単球と血小板の両者に欠損（1型）か血小板のみの

欠損（II型）かを判定した1°）．抗体はOKM5を用

いCD36　FITC，　CD14　biotin，　CD41　biotin，

streptavidin　Per℃Pとインキュベーションした．

　上記いずれの検査も本症例への説明と同意（イ

ンホームドコンセント）を得て施行した．

IV．考　　察

　HCMは拡張機能障害を特徴とする疾患であ

り，その原因は主として心筋肥大とそれに伴う線

維化に起因すると考えられていたが，最近では遺

伝子異常，交感神経機能異常，細胞膜異常，エネ

ルギー代謝異常なども注目されている1卜13）．

HCMの予後は10年生存率が約80％と報告さ
れ，その予後は比較的良好である14・15）．しかし，

HCMの経過中に左室壁が菲薄化し，内腔の拡大

と左室収縮能が著明に低下する例が約10％にみ

られ，拡張相へ移行するHCMとして近年注目さ

れている16・17）．本症例は来院以前の状況は不明で
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Fig．3　20］Tl　and　i231－MIBG　SPECT　imagings．2｛）ITI　and　i231－MIBG　uptakes　were　preserved　at

　　　　the　myocardium．　Delayed　washout　in　201Tl　image（3　hours　and　24　hours）was　seen　in

　　　　the　lower　ventricular　septumt
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Fig．4　Two－co｝or　flow　cytometric　analysis　for　surface　expression　of　CD360n　monocytes　and

　　　　platelets　from　CD36－deficient　subjects　and　a　positive　subjccじCD36　fiuorescein

　　　　isothiocyanate（FITC），　CD14biotin、　CD41biotin　and　streptavidin　PerCP　were　used．

　　　　Flow　cytometric　analysis　of　monocytes（Mo）and　platelets（Plt）from　a　CD36　positive

　　　　subject　having　CD36　stained　with　OKM5（A）．　ty　pe　1　de　fi　cie　nt　su　bj　ect（B，　this　case）and

　　　　type　II　deficient　subject（C）．

あるが，心室中隔最肥厚部は18mmであり左室

腔拡大と左室駆出率低下がみられ，兄弟にHCM

が存在することなどから家族性に発症した拡張相

HCMが考えられる．

　BMIPPは心筋に比較的長時間保持される側鎖

脂肪酸でSPECTに適した放射性医薬品である．
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HCMでは心筋の血流障害に先立って脂肪酸代謝

障害が生じること，脂肪酸利用の減少，錯綜配列

などの心筋構築異常が多い前壁中隔接合部と後壁

中隔接合部でBMIPP集積の低下例が多いことな

どが報告されている13）．BMIPP集積低下出現部位

は肥大部での報告と非肥大部での報告があるが，

心筋全体の無集積例は少ない8）．当院でBMIPPシ

ンチグラフィを施行した660例中6例（0．9％）に

BMIPPの心筋無集積がみられたが，　HCMでは52

例中1例（2％）のみであり，それほど頻度が多い

わけではない．

　BMIPPの心筋無集積の機序として，①BMIPP

薬剤自体の問題，②撮影上の問題，③患者側因

子が考えられる．薬剤については，いずれも良好

な肝集積を認め，心筋無集積6例中3例の再検査

でも同様の結果を得ていることから否定的であ

る．撮影法も同様であり技術的要因の可能性は少

ない．したがって患者側因子の可能性が高い．

BMIPP集積欠損が局所的でなく心筋全体に及ん

でいることは，心筋細胞膜や脂肪酸輸送蛋白の異

常が考えられる8）．

　CD36は当初，血小板の第4番目に発見された

糖蛋白としてGP・IVと命名され血小板の粘着など

にかかわる因子として研究されてきたが，その後

さまざまな細胞において多彩な機能を有している

ことが明らかになってきた18’一一2°）．脂肪細胞には脂

肪酸転送蛋白による長鎖脂肪酸の膜輸送システム

が存在する．Abumradら21）はCD36と類似の88

kD脂肪細胞膜蛋白を抽出し，この蛋白の阻害に

より脂肪酸の取り込みが75％抑制されたことを

報告している．心筋細胞でのCD36欠損について

は未だ不明であるが，著者らは本症例の左心室生

検組織で検討中である．日本人では血小板のみ

CD36が欠損するH型は0．3～3％と比較的多く

存在するが，血小板と単球両者において欠損する

1型CD36欠損症はIl型よりかなり少ないと推察

されている．当科では8例の1型CD36欠損症例

が各種心疾患（HCM　2，拡張型心筋症1，心筋梗

塞2，狭心症2，虚血性心疾患1）で治療中であ

るが，BMIPPシンチグラフィを施行した6例全

例で心筋無集積を認めた．一方II型CD36欠損

症ではBMIPPの局所的集積低下のみで，無集積

例はなかったことから，特定の疾患にかかわりな

くBMIPP心筋無集積は1型CD36欠損症と関連

が深いと思われた．

　1型CD36欠損症の遺伝子異常はT478の変異

体（プロリン90のセリンへの置換），エクソン5

における2塩基の欠失，エクソン10における1

塩基挿入などの異常により，細胞表面にCD36が

発現されないが，11型では血小板（T478　cDNAの

み）でCD36が発現せず単球（T478とC478の両

者）で発現する18・19）．1型，II型CD36欠損症は

HCMで39％もの高率でみられるとの報告もあ

り8），CD36欠損や脂肪酸代謝異常と心肥大との関

連が推定され，今後同様な症例で詳細な検討が必

要である．

V．結　　語

　HCM症例で201Tl心筋シンチグラムでは心室中

隔部の集積増加がみられたが，BMIPPは心筋無

集積であった．

　1型CD36欠損がBMIPP心筋無集積の一因子

と思われる遺伝性HCM症例を報告した．
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Summary

Hypertrophic　Cardiomyopathy　Showing　No　’231－BMIPP　Myocardial　Accumulation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　Type　I　CD36　Deficiency

Kenichi　WATANABE＊，　Seiichi　MIYAJIMA＊＊，　Yoriko　KusANo＊＊，

　　　　　　　Naohito　TANABE＊＊and　Yoichi　HIRoKAwA＊＊＊

　　＊Ctinica〃）肋r〃tacolθ8y，～Vi’8ata　Cθ〃ege‘↓∫Pんαrmαcy

　　　＊＊Division　of　Cardio’θ8y，　Tsubame　Rosai　Hθspita／

＊＊＊Division‘！f　ln　te　rnal〃edicine，　A「ii8ata　Sannochθ〃イ，∫ρ輌fO∫

　　A57　years　old　male　consulted　our　hospital　in　com－

plaining　chest　oppression　and　short　of　breath．　Familial

and　dilated　phase　hypertrophic　cardiomyopathy

（HCM）was　detected　by　ECG，　echocardiography，1eft

ventriculography　and　left　ventricular　endomyocardial

biopsy．201TI　SPECT　showed　regional　increased　accu－

mulation　in　the　ventricular　septum，　however，　no　myo－

cardial　accumulation　of　i2316－methyl－p－iodophenyl－

pentadecanoic　acid（1231－BMIPP）was　observed．　We

analyzed　CD36　in　this　patient，　and　found　he　had　type　l

CD36　deficiency．

　　Myocardial　uptake　of　long－chain　fatty　acids　occurs

via　a　specific　transporter，　which　is　homologous　with

human　CD36．　We　hypothesize　that　CD36　deficiency，

especially　type　1　CD36　deficiency，　might　be　one　factor

of　no　myocardial　i231－BMIPP　uptake．

　　Key　words：　i231－BMIPP，　CD36　deficiency，　Hy－

pertrophic　cardiomyopathy，　Long－chain　fatty　acid，

Familial　HCM．
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