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肝硬変患者における脂酸代謝に関する研究

第1編

1-14C acetateか ら の 生 成 脂 酸 の エ ス テ ル 化 に つ い て

岡山大学医学部第一内科学教室(主 任:小 坂淳夫教授)

有 道 徳

〔昭和45年6月30日 受稿〕

Ⅰ. 緒 言

肝障害時 の脂質代 謝について は,血 液 脂質,と く

に脂酸構成 の異常 や,動 物の障害肝組織 での脂酸合

成 の障害 に関す る報告は多 いが1)～8),肝 疾患患者 の

人体組織 を用 いて脂酸合成 を検 討 した報告はす くな

い.

高野9)は,肝 硬変患者 の血液細 胞にお ける脂酸合

成 を総 脂酸 の面 か ら検索 し,肝 硬変患者 にお いて は,

 de novo synthesisの 障害 と同時にオ レイ ン酸 の著

明な生成 元進が特徴 的な変 化で ある と報 告 して い

る.

そ こで著 者は,こ の よ うな肝硬変患者 の全血 総脂

酸においてみ られ る脂酸生成 の異常が,ど の分画 脂

質にお ける異常を反映 した ものであ るか を検 討す る

ため, 1-14C acetateか らの生成 標識脂酸の コレステ

ロールエス テル,中 性脂肪 および燐脂質分画 へのエ

ステル化,お よび これ らの各分画 にエス テル化 され

た個 々の標識脂酸 の分布 につ き,健 常者,糖 尿病 な

彦びに急性肝炎患者を対照として,そ の特異的な異

常を追求 しよ うと試み た.

Ⅱ. 検索対 象お よび方 法

1. 検 索 対 象

最近2力 年 間 に岡 山大学 医学部第一 内科へ入 院 し,

腹腔鏡 な らび に肝生検 によ り診断 を確 認 しえ た肝硬

変患者12例,未 治療 で肝障 害のな い一次 性化学 的糖

尿病(空 腹 時血糖値正 常範 囲, 100gブ ドウ糖 経 口

負荷試験 でWilkersoneの 方式 に より糖尿病 と判 定

される もの)5例,顕 性糖 尿病(空 腹 時血糖値 が静

脈血, Somogyi-Nelson法 で150mg/dl以 上,著 明な

アチ ドー シスを伴 わない もの)5例,一 次性糖 尿病

の合 併のない急性 肝表(急 性期)6例 および健常者

11例 を対象 と した.な お,肝 硬変12例 の うち,病 歴,

Table 1. Subjects examined
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糖尿 病性網膜症 そ の他 の臨床 所見 よ り,一 次性糖尿

病(空 腹時血糖 値正常ない し120mg/dl以 下)の 合

併 が明 らか な症 例6例 を肝硬変 糖尿病合併 群 とし,

他 の6例 を肝硬変 群 と して検 討 した.こ れ ら対 象の

年令,性,体 型 は表1に 示す.

2. 研 究 方 法

全 血 に お け る1-14C acetateか ら14Cの と り こみ:

粟 井, Hennes10)ら の方 法 に よ り,早 朝 空 腹 時 の

血 液 を ヘ パ リ ン加 シ リコ ン処 理 の 注 射 器 に と り,

 5mlの 血 液 に5μciの1-4C acetateを 加 え, 95%

 O2+5% CO2の 気 相 の 中 で37℃, 4時 間incubate

した 後, Folchら の 方 法 に よ り総 脂 質 を抽 出 し,さ

ら に2回0.73%食 塩 水 で水 洗 した.つ ぎ に,薄 層 ク

ロ マ トグ ラ フ ィー に よ り脂質 を コ レス テ ロー ル エ ス

テル(以 下CEと 略 記),中 性 脂 肪(以 下TGと 略

記),リ ン脂 質(以 下PLと 略 記),遊 離 脂 酸(以 下

FFAと 略 記)に 分 画 し, TG, PL分 画 脂 質 を

Bjorntorp12)の 方 法 に準 じ, 2時 間 ケ ン化 後 抽 出 を

行 な い,両 分 画 脂 酸 はFFAを も含 め て, Metcalfe

お よ びSchmitz13)ら の 方 法 に よ り,そ れ ぞ れ メ チ

ル 化 した の ち,ガ ス ク ロマ トグ ラ フ ィー に よ り個 々

の 脂 酸 に分 離 した.流 出 す る 個 々の 脂 酸 を シ リコ ン

処 理 を した フ ィル ター に 集 め, Liquid scintillation

 spectrometerに よ り,そ の放 射 能 を 測 定 した.ま た,

と り こま れ た14Cは 白血 球100万 個 あ た りの1分 間

の 崩 壊 数d. P. m/106W. B. C.で 表 現 した.

Ⅲ. 研 究 成 績

1. 1-14C acetateか らの各分画 総脂酸へ の14Cの

と りこみ

a) TG脂 酸への と り こ み: 1-14C acetateか らの

TG脂 酸への14Cの と りこみを絶対量 につい て み る

と,表2お よび図1に 示す よ うに,各 疾患 群は健常

群 に比 しいづ れ も低 下の傾 向に あり,特 に肝硬変群

(糖尿病非合併群,以 下同じ),顕 性糖尿病群およ

び急性肝炎群の低下が著明であつた.

b) FFAへ の とり こみ: FFAへ と りこまれた14C

の絶対量 についてみ る と,表2お よび図1に 示す よ

うに,各 疾患 群 ともその とりこみ は健 常群 に比 し低

下 し,特 に肝硬変 群お よび急 性肝炎群 で著明 に低下

す る傾 向を認 めた.

Fig. Ⅰ. Incorporation of 14C into fractionated

 fatty acids by blood from controls, che

mical diabetics, overt diabetics, patients

 of acute hepatitis, liver cirrhosis and

 cirrhosis with diabetes

Ⅰ: Controls (N-11)

Ⅱ: chemical Diabetics (N-5)

Ⅲ: overt Diabetics (N-5)

Ⅳ: acute Hepatitis (N-6)

Ⅴ: Liver Cirrhosis (N-6)

Ⅳ: Liver Cirrhosis with Diabetes (N-6)

Table 2.　 Incorporation of 14C into fractionated fatty acids by blood from controls, chemical diabetics,

 overt diabetics, patients of acute hepatitis, liver cirrhosis and liver cirrhosis with　 diabetes

(M.±S. D.)
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c) PL脂 酸へ の どりこみ:PL脂 酸 へ とりこまれ

た14Cの 絶対 量 について み ると,表2お よび 図1に

示す よ うに,糖 尿病群 は健常群 とほぼ同程度 のと り

こみを認めたが,こ れ に比 し肝 疾患の各群 ではと り

こみの低下 を示 し,特 に肝硬変群 にお けると りこみ

の低下 が顕 著で あつ た.

d) CE脂 酸への とり こみ: CE脂 酸への と りこみ

絶対 量は,表2お よ び図1に 示 すよう に,各 群 と も

極めて微量で あつた(成 績 の検 討は省略す る).

2. 標識脂酸の エステ化 の比率

対象各群 における標識 脂酸の エステル化 の比率を

み るため,総 標識 脂酸の各分画脂酸へ の%分 布につ

いてみ ると,表3お よび図2に 示す よ うに, FFAと

して とどまる比率は各群 と もほ とん ど差が な く,そ

の平均値 は40.9～46.0%の 間にあつた.

TGお よびPL両 分画 への標 識脂酸 のエステル化

の比率 は,健 常群では両分画 ほぼ同率で,そ の平均

値はTG分 画28.3%, PL分 画27.5%で あつた.こ

れに対 し,肝 硬変群 および肝硬変糖尿病合 併群に お

いて は, TG分 画へ それぞれ平均28.7%, 33.3%,

 PL分 画へ23.1%, 21.7%の 分布を示 し, PL分 画

よりTG分 画への と りこみがやや多 い傾 向がみ られ

た.糖 尿病群 においては,化 学 的糖尿病 群は健常群

と大差が なかつたが,顕 性糖 尿病群 ではTG分 画 へ

22.4%, PL分 画へ35.8%の 分 布を示 し,肝 硬変 の

両群 に反 し, TG分 画 よ りもPL分 画 への とり こみ

がやや多 い傾向を認めた.急 性肝炎 群ではその変 化

は軽 微であつたが,顕 性糖尿病群 と類似の傾向が み

られた.

3. 各 分画脂質にお いて1-14C acetateか ら個 々

の脂酸へ と りこまれた14Cの 分布

対象各群 の脂酸合成 について, TG, FFA, PL各

分画脂 酸 におけ る14Cの%分 布 につ いて検討 した.

a) TG分 画:表4お よび 図3に 示す よ うに,ミ

リスチ ン酸(以 下14:0と 略記)お よびパル ミチ ン

酸(以 下16:0と 略記)で の%分 布値 は,各 疾 患群

と も健常群 と特 に差 を認めなかつ た.

ステア リン酸(以 下18:0と 略記)へ の%分 布 値

Fig.　 2. Percentage distribution of synthesized fatty

 acids into major lipid classes of controls,

　 chemical diabetics, overt diabetics, patients

 of acute hepatitis, liver cirrhosis and liver

 cirrhosis with　 diabetes

Ⅰ: Controls (N-11)

Ⅱ: chemical Diabetics (N-5)

Ⅲ: overt Diabetics (N-5)

Ⅳ: acute Hepatitis (N-6)

Ⅴ: Liver Cirrhosis (N-6)

Ⅵ: Liver Cirrhosis with Diabetes (N-6)

Table 3. Percentag distribution of synthesized fatty acids into major lipid classes of controls,

 chemical diabetics, overt diabetics, patients of acute hepatitis, liver cirrhosis and liver
 cirrhosis with diabetes

(M.±S. D.)
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は,肝 硬変群 において低下 の傾 向にあつたが,他 の

各 群は健常群 とほ とん ど差 がなかつ た.

Table 4. Percentage of recovered cpm in individual fatty acids of TG from controls, chemical 

diabetics, overt diabetics, patients of acute hepatitis, liver cirrhosis and liver cirrhosis 

with diabetes

(M±S. D.)

Fig. 3. Percentage of recovered cpm in individual 

fatty acids of TG from controls, chemical 

diabetics, overt diabetics , patients of acute 
hepatitis, Liver cirrhosis and liver cirrh

osis with diabetes

Ⅰ: Controls (N-11)

Ⅱ: chemical Diabetics (N-5)

Ⅲ: overt Diabetics (N-5)

Ⅵ: acute Hepatitis (N-6)

Ⅴ: Liver Cirrhosis (N-6)

Ⅵ: Liver Cirrhosis with Diabetes(N/6)

オ レイ ン酸(以 下18:1と 略記)に つ いては,糖

尿 病群 の とりこみ低 下に反 し,肝 疾 患 の各群 では と

りこみ増加 の傾向 にあ り,特 に肝 硬変群 において著

明 であつ た.ま た,肝 硬変 の両群 におけ る%分 布値

は,健 常群の それ と特 に有意 の差 がなかつ たが,糖

尿病 群 との間 には明 らかな差異が 認め られ た.

炭素 数20お よびそれ以上 の保持時 間を有す る長鎖

脂酸(以 下20:0≦ と略記)に お ける%分 布値は,

各 群 ともほとん ど差が な く,ま た14:0よ りも短鎖

の脂酸お よびパ ル ミ トオ レイ ン酸(以 下16:1と 略

Fig. 4. Percentage of recovered cpm in individual 

FFA from controls, chemical diabetics, 

overt diabetics, patients of acute hepatitis, 

liver cirrhosis and liver cirrhosis with 

diabetes

Ⅰ: Controls (N-11)

Ⅱ: chemical Diabetics (N-5)

Ⅲ: overt Diabetics (N-5)

Ⅳ: acute Hepatitis (N-6)

Ⅴ: Liver Cirrhosis (N-6)

Ⅵ: Liver Cirrhosis with Diabetes (N-6)
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記)へ の とりこみは各群 と も極めて軽微で あつた.

Table 5. Percentage of recovered cpm in individual fatty acids of FFA from controls, chemical diabetics, 

overt diabetics, patients of acute hepatitis, liver cirrhosis and liver cirrhosis with diabetes

(M±S. D.)

Fig. 5. Percentage of recovered cpm in individual 

fatty acids of PL from controls, chemical 

diabetics, overt diabetics, patients of acute 

hepatitis, liver cirrhosis and liver cirrhosis 

with diabetes

Ⅰ: Controls (N-11)

Ⅱ: chemical Diabetics (N-5)

Ⅲ: overt Diabetics (N-5)

Ⅳ: acute Hepatitis (N-6)

Ⅴ: Liver Cirrhosis( N-6)

Ⅵ: Live Cirrhosis with Diabetes (N-6)

b) FFA分 画:表5お よび図4に 示す よ うに, 14

: 0お よび16: 0へ の%分 布値 は,健 常,化 学的糖

尿病お よび急性肝 炎の各群 はほぼ同程度 であつたが,

これ に比 し肝硬変 の両群 な らび に顕性糖尿病 群は低

値を示 し,特 に14:0に おけ る肝硬変群 の低下 が顕

著で あつ た.18:0に つ いて は,各 群間 にほ とん ど

差歩 み られなかつた.

18:1に ついては,各 疾 患群は健常群 に比 し増加

の傾 向にあつたが,肝 硬変 の両群は著明 に増加 し,

特 に肝硬変 群において顕著 で あつ た.

20:0≦ については肝硬変 群お よび顕性 糖尿病群

にお いて 明 らかな高値 を示 したが,他 の4群 間 には

大差が なかつた.な お, 14:0よ りも短 鎖の脂 酸お

よび16:1に ついて は各群 間 にほとんど差 がみ られ

なか つた.

c) PL分 画:表6お よび図5に 示 す よ うに, 14:

0で は糖尿 病 の両群 においてやや低 値を示す 傾向に

あつ たが,い づれ の群 において もその値 は1～2%

の ご く微量で あつた.

16:0に お いては,健 常群 および急性肝炎 群 に比

し,肝 硬変の両群 および糖尿病 の両群信 と もに低下

の傾向 にあり,特 に顕 性糖尿病 群 にお いて 明 らかな

低 値を示 した.

18:0に つ いては,各 疾 患群は健常群 に 比しやや

高 値を示 したが,各 群 間に一 定の傾 向はみ られなか

つ た.

18:1で は,健 常群,糖 尿 病の両群 および急性肝

炎群 はほぼ同様 の値 を示 したが,こ れ ら4群 に比 し,

肝硬変 の両 群 とも明 らかな高値 を示 し,特 に肝硬 変

群 では上 記4群 に比 し有 意の増加が み られ た.

20:0≦ につ いて は,健 常群 に比 し肝疾患群 では

低下 の傾向に あつ たが,糖 尿病群 では逆 に増 加の傾

向にあ り,特 に肝硬変群で は他 の群 に比 し明 らか な

低 値を示 した.な お, 14:0よ り短鎖 の脂酸 および

16:1へ のと りこみ は各群 とも極 め て 微 量 で あ っ

た.
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Table 6. Percentage of recovered cpm in individual fatty acids of PL from controls, chemical diabetics, 
overt diabetics, patients of acute hepatitis, liver cirrhosis and liver cirrhosis with diabetes

(M±S. D.)

Ⅳ. 総括 な らび に考按

Acetateを 基質 とした 血 液細胞 の 脂酸合成 には,

白血 球 と栓球が 関与 し,全 血 中にお ける脂酸合 成へ

の関与は,両 者 とも同程度 に重要 であ るとされてい

る10)14)15).また,血 液は人体組織 として もつと も採

取 が容易な ことか ら,近 年 これ を用 いて脂酸合成 を

検討 した成績が い くつか報告 され てい る.す なわ ち, 

1964年 以来粟井, Hennes10)14)15)ら は糖尿病 患 者 に

おいて1-4C acetateをPrecursorと した脂酸合成 の

異常 を詳細 に報告 して お り, 1967年,木 畑16)らは高

脂血症 患者 にお いて同様の検討を してい る.

1968年 高野 は,肝 硬 変 患 者 に つ い て,粟 井,

 Hennes10)14)15)ら の方法 に よ り,そ の血液細 胞 にお

ける脂酸合成 を総脂酸 の面 か ら検索 し,肝 硬変 患者

の全血 において は, de novo synthesisの 障 害 と 同

時に18:1の 著明な生成亢 進が特徴 的な変化 である

ことを指 摘 してい る.そ こで,著 者 は この肝硬 変患

者の全血総 脂酸 に おいて み られ る脂酸生 成の異常 が,

どの分画脂質 の脂酸の異常 を反 映 した ものであ るか

を,健 康人,糖 尿 病な らびに急性肝炎患者 を対照 と

して 検討 した.

と ころで,肝 硬 変時 には高頻 度 に耐糖能 異常が存

在 し,し か も一 次性糖尿病 の合 併率 も高 い ことが以

前 よ り知 られて い る18)～22).一 方,高 野9)の 検討 で

は,糖 尿病 が合併 す ると,脂 酸合成 上肝硬 変に特有

な18:1の 生成亢進 の減弱す る ことが指摘 されて い

るので,著 者は肝硬 変患者で 臨床 的 に一次性 糖尿病

(空腹時血 糖値が正常 ない し120mg/dl以 下 の軽症)

の合 併が 明 らかな群(肝 硬変糖尿 病合併群)は,合

併 の不 明な群(肝 硬 変群)と 区別 し,ま た対 照 とし

た糖 尿病患 者 も軽症 の化学 的糖尿病 と中～重症 の顕

性糖 尿病 の2群 にわけて対比 した.

生 成標識 脂酸の エステル化 の比率 につ いてみ ると,

対 象各群 において約40～50%はFFAに とどま り,

 CEに は1～3%,残 りはTGとPLに ほぼ等量に

エス テル化 され たが,健 常群 に比 し,肝 硬変 の両群

はTG分 画で エステル化率 の増 加, PL分 画 では低

下 の傾向 にあ り,顕 性糖尿病 群では,逆 にTGで 低

下, PLで 増加 の傾 向が認 め られた. FFAで は各群

間に差がみ られ なかつ た.

つ ぎに,こ れ を とり こまれ た14Cの 絶対 値で検 討

す る と, FFAと して とどまつ た も の も, TG, PL

にエステル化 され た もの も,と もに健常群 に比 し各

疾 患群では減少 してお り,特 にTGお よびFFAで

は,肝 硬変群,顕 性糖 尿病群 および急性肝炎群 での

減少 が著明 で,ま た他方, PLに おいては 肝硬変群

での減少が特徴 的であつ た.し たがつて,高 野 の報

告 にみ られ る糖尿 病お よび肝硬 変での総脂酸生成量

の低下 は,著 者 の成 績か らTGお よびFFA分 画 に

おけ る変化が大 きく関与 して い ることが知 られ た.

TG, FFA. PL各 分画 における個 々の生成標識脂

酸 の 分 布 に 関 す る 検 討 は,血 液 中 で のisotope

 dilutionの 差 を除外す るため,お のおのの%分 布値

を対 象各群 において比較 した.そ の結果,顕 性糖尿

病群 では14:0, 16:0で の%分 布値 の低下 と20:

0お よびそれ以上 の保持時 問を有す る脂酸 群での分

布値 の増加が3分 画 にほぼ共 通 して認 め られた.一

方,肝 硬変群 において は, 14:0, 16:0に お ける

%分 布 値は上記顕 性糖 尿病群 の場合 と同様 に低下 が

み られたが,こ れに反 し, 18:1に おけ る%分 布 値

は3分 画 と も著 明に増 加 す ることが知 られた.

全血総 脂酸 におけ る検討か ら,粟井, Hennes10)14)15)

らは糖尿病 者 において,ま た高野9)は 肝硬変患者に

おいて いづれ も14:0お よび16:0の 生成低下を認

め た ことか らde novo synthasisの 障害 を 結論 して

い るが,こ れ は著者の成績 で は, 14:0, 16:0の

大部分 はFFAに とどまつて お り,し か もこの分画
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では両 疾患 とも14:0, 16:0の 分布 値の低下 して

いる ことか ら,主 と して このFFA分 画 での変化 を

反映 した ものであ ることがわかつ た.ま た, PL分

画 においては14:0, 16:0の%分 布が少 な く,総

脂酸への影響 は弱いが,や は りFFAと 同様 の障害

が両 群に認あ られ た.

高野9)は,肝 硬変患者 では一 次性糖尿病合 併の有

無 に関係 な く, 18:1の 生成亢 進を認 めたが,こ の

総脂酸 におけ る変化 は,今 回の成績か らTG, FFA,

 PLの すべて の分画 において共通 して 認 め られ るこ

とが わかつた.し か も,特 にTG分 画 においては18

:1の エステル化 の特異性 が強 く,そ の分布 比が高

い こともあ り,ま た一方,こ の分 画では糖尿病群 の

18:1分 布 値が逆 に低下 す るため,両 疾患 の差 が明

瞭であつた.

以 上のよ うな全血 における脂酸合成 の異 常発現 の

機序に関 しては,粟 井 の一 連の研究23)～25)によ り,

 Prediabetesの 患者の栓球 において も軽 度の異常パ タ

ー ンの発現が認め られ ること23)から
,細 胞 内の因子

も否定で きないが,一 方体 液性因子 も重要 で あり,粟

井によれば健常 人血液 にacetoacetate,α-ketobutyric

 acid,α-ketocaproic acid)25), alloxan, dehydroascorbic

 acid, ascorbic acid23) uric acid24)な どを添 加す る

ことによ り,健 常人血球 の脂酸 合成を糖尿病 的パ タ

ー ンに変化 させ うる ことが知 られて お り
,臨 床的 に

も糖尿病昏 睡10)や尿毒症24)のごとき状態 では肝硬変

と類 似 の 変 化,す なわちde novo合 成低下 と同時

に18:0, 18:1な どの生 成亢進の起 こることが認

め られてい る.し たが つて,こ れ らの異常 を生ず る

根底 には上記 の よ うな分 子 内CO一 含有物質 の作用

か らみて, mitochondriaに お ける酸 化の異常や酸化

的燐 酸化の異常が存在す るもの と推定 されてい る.

また他方, 18:1の 生 成 に お け るdesaturation

反応 に関 与 す るoxygenaseのindnctionがinsulin

によつて調節 され てい ることもわか つ て お り26)27),

血中insulinの 影響 も大 きな意義 を有 す ることが 否

定で きない.肝 硬変 にお ける18:1の 著明な生成亢

進は酸化的燐酸 化のuncouplerで あ る2, 4-dinitrop-

henolを 添加 した場合の変 化28)に 類 似 し,か か る

状 態 で は18:0→18:1の 不 飽 和 化 反 応 が,

 mitochondriaの 酸 化亢進 によ り過剰 に生ず るTPNH

の再 酸化 に利用 されてい ることが推 定 され る.し た

がつて,肝 硬変 の血 液細 胞で は,代 謝面か らは糖尿

病よ りさ らに悪 い状 態 と考え る こと も可 能 で あ る

が,こ の点 は今後 の検 討を要す る.

つ ぎに,肝 硬変 患者 におけ る糖尿病合 併の有無 に

よ る差異 につ いて比較す ると, TG, FFA両 分画で は

非合併 群は合併群 よ り14:0, 16:0の 分布 値が低

い.ま た, 20:0≦ の脂酸 群の分布値 はFFAで は

明 らか に非合 併群 に高 く,逆 にPL分 画 では非合併

群 に低下 がみ られ た.他 方, 18:1に つ いてはいず

れ の分画 と も糖 尿病 の合 併 によ り,肝 硬変 に特有の

分布比 の著明な増加が やや減弱 された.し か し,肝

硬変患者 に一 次性糖尿病 が合併 して も,や は り肝 硬

変 に近 いパ ター ンを示 す といえ る.

なお,肝 硬変糖尿 病合併 群の糖 尿病 は,空 腹時血

糖 値正常ない し120mg/dl以 下の軽症 であつた ので,

対 照 とした糖尿病 群を化学 的糖尿 病群 と顕性 糖尿病

群 とにわ けて検討 したが,化 学 的糖 尿 病 群 の 変 化

は,質 的には顕性糖尿病 群 と類 似 して い た.し か

し,量 的変 化は極めて軽 微で,健 常群 と顕性糖尿病

群 のほぼ中間の成績 を示 した.ま た,急 性肝炎群 に

おいて も,急 性期で肝 障害 の程度 は強 いに もかか わ

らず,健 常群 との間 に有意差 がなか つた点は注 目さ

れ る.

Ⅴ. 結 論

肝硬変 患者 にお ける脂質 代謝 につ いて,対 象 と し

た肝硬変 患者を,臨 床 的に一 次性糖尿病 の合併が 明

らかな6例 と,耐 糖 能の異 常は認 めるが一次性糖尿

病 の合併有無 が不明 の6例 にわ け,血 液 細 胞 の,

 1-14C acetateをPrecursorと したis vitroの 脂質

合成 につ き,特 に全 血 におけ る脂酸合成 と,合 成 さ

れた標識脂酸 のエス テル化 の面 か ら,そ の異 常を,

化学的糖尿病 患者5例,顕 性糖 尿病患者5例,急 性

肝炎患者6例 および健常者11例 を対 照 と して 検 討

し,つ ぎの結果 がえ られ た.

1) 1-14C acetateよ り生成 され た標 識 脂酸 の各 分

画中 における総量を, d. p. m/106白 血 球 で 比 較 す

ると, TG, FFAお よびPLの いず れ の 分 画 に お

いて も各疾 患群は,健 常群 に比 し低 下 が み られ た

が,特 にTGお よびFFA分 画 にお ける 肝 硬 変 群

(糖尿病非合 併群),顕 性糖尿病 群 および急 性 肝 炎

群での著 明な低 下, PL分 画 にお ける肝 疾患 各 群,

ことに肝硬変 群で の明 らかな低下 がみ られ た.

2) 上記 の結果を,エ ステル化 された標識 脂 酸 の

比率 の面 か らみ ると,健 常群 に比 し,糖 尿病 群で は

PL分 画 へのエ ステル 化率 が高 く,逆 にTG分 画へ

の それ は低下 して い るの に対 し,肝 硬変の両 群で は

PL分 画 へのエ ステル 化率 が低下 し,逆 にTG分 画
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への それは増 加 して い ることが知 られ た.

3) TG, FFAお よびPLの 各分画 中 にお け る生

成標識 脂酸の%分 布 値を対象各群 の間で比 較検討す

ると,も つ とも特異 な変 化は18:1の 占め る比率が

TG, FFA, PLの3分 画 と も,肝 硬変 の両群 におい

て 特異 的な増加 を示 した ことで,特 にTG分 画では,

 18:1の エステル化の特異性 が高 く,ま た糖尿病 群

にお けるそれ の比 率が逆 に低下す るため,肝 硬変 と

糖尿病 の間 の差 がいつそ う明 瞭に認 め られ た.肝 硬

変 の糖 尿病合 併群において は,上 記3分 画 と も肝 硬

変 に特異的な18:1の%分 布値 の著 明な増加が 減弱

され たが,や は り肝硬変 に類似 のパ タ ー ンを 示 し

た.

14:0お よび16:0の%分 布値 は, FFA, PL両

分画 において,肝 硬変の両群 および糖 尿病群 は,健

常群 な らび に急性 肝炎群 に比 しともに低下 の傾向を

示 したが,こ れ らの脂酸 は大 部分がFFAに と どま

つ ていた.

20:0お よびそれ以上の保持 時間を有す る長鎖脂

酸 は, TG, PL両 分 画への エステル化の特異性 が強

く,こ れ らの分画 では,健 常群 に比 し糖尿病 群での

増加 と肝疾患各群 での低下が認 め られ た.な お, 16

:1, 18:0で は,対 象各群 の間にお いて いずれの

分画 において も,ほ とん ど差 がみ られ なか つた.

4) 急性 肝炎 群では,脂 酸生成 の量 的低 下 を認 め

たが,各 脂酸 の質 的な分布 の比率に おけ る異 常は軽

度であつた.
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Studies on the Metabolism of Fatty Acids in Patients 

of Liver Cirrhosis

Part 1. On the Esterification of Synthesized Fatty Acids from

 1-14C Acetate in Whole Blood Cells

By

Megumu ARIMICHI

The First Department of Internal Medicine, Okayama University 
Medical School (Director: Prof. Kiyowo Kosaka)

The synthesis of fatty acids and their esterification by blood from 12 cases of liver 
cirrhosis was studied in terms of incorporation of 14C from 1-14C acetate into individual fatty 
acids in comparison with those found in the groups of 5 chemical diabetics, 5 overt diabetics, 
6 cases of acute hepatitis, and 11 normal subjects. Of the patients of liver cirrhosis 6 cases 
were abnormal in glucose tolerance test (GTT) in spite of uncertain complication of primary 
diabetes and the rest was clinically considered to have been complicated with primary diabetes.

The results were as follows.
1. It was proved in such major lipid classes as triglyceride (TG), Phospholipid (PL), 

and free fatty acids (FFA) that the depression of absolute distribution of the labelled fatty 
acids synthesized was found in every group of diseases as compared to normal controls, however 
in both TG and FFA fractions the most striking depression was found in the groups of liver 
cirrhosis with abnormal GTT, overt diabetics, and acute hepatitis. While the remarkable 
decrease in PL fraction was found in every group of liver diseases particularly in the groups 
of liver cirrhosis.

2. It was found in the diabetic groups that the percentage of synthesized fatty acids 
distributed to TG was lower and that distributed to PL was higher than normal group, on 
the contrary the percentage distributed to TG was higher and that distributed to PL was 
lower than normal group in both groups of liver cirrhosis.

3. Both groups of liver cirrhosis showed the striking increase of percentage distribution 

in 18: 1 as compared to not only normal but diabetic groups and that this change was found 

in every fraction of TG, PL, and FFA. However the increase of the percentage distribution 

in 18: 1 was most strikingly reflected to TG fraction, because the esterification of 18: 1 was 

most specific for TG fraction and on the other hand the percentage of this fatty acid in the 

diabetic groups showed rather lower values as found in the normal group. In patients of liver 

cirrhosis the striking increase of the percentage distribution in 18: 1 was weakened to some 

extent by complcating the primary diabetes in all lipid classes examined, nevertheless the 

pattern was rather analogous to that of liver cirrhosis than diabetics.
The most part of 14: 0 and 16: 0 remained unesterified and the percentage distribution 

of these fatty acids in FFA or PL fraction was lower in the groups of liver cirrhosis and 

diabetics than that of normal controls or acute hepatitis. The esterification of fatty acids 

with retention time corresponding to 20: 0 or longer was most specific for both TG and PL 

fractions and in these fractions the percentage distribution of these fatty acids increased in 

the diabetic groups and decreased on the contrary in the groups of liver diseases as compared 

to normal group. No particular differences were found among each group in the percentage of 

16: 1 and 18: 0 in every lipid classes.

4. In acute hepatitis the fatty acid synthesis by blood showed some quantitative decrease, 
little qualitative changes in the percentage distribution of individual fatty acids were found 

in every lipid class as compared to normal group.


