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Ⅰ. 緒 言

第1編 において全血 におけ る脂酸代 謝を,標 識 し

たacetateをtracerと した脂 酸合成 の面か ら検 討 し

たが,こ の編 では,そ の さい得 られ た試料 にお ける

総脂酸な らびに各分画 脂酸 につ き,そ の構成 比の面

か ら検討 した.

Ⅱ. 研 究 対 象

第1編 に述べたと同じ例(化 学的糖尿病群との対

比は省略した)

Ⅲ. 研 究 方 法

第1編 に述べたと同じ方法により,全血総脂酸お

よび分画脂酸の構成比を測定した.

Ⅳ. 研 究 成 績

1) 全血総脂酸構成 比

全血 総脂酸構成比 につ いてみ ると,表1に 示す よ

うに,パ ル ミチ ン酸(以 下16:0と 略記)で は,肝

疾患各 群および糖尿病 群 ともそ の比率 は健 常群 に比

し高 値を示 し,と くに肝 硬変糖尿病合 併群お よび急

性 肝炎 群での比率 の増加 が著明 であつた.パ ル ミ ト

オ レイ ン酸(以 下16:1と 略記)で は,健 常群な ら

びに糖 尿病群 はほぼ同 じ値 であつたが,肝 疾 患各 群

では高 値を認 めた.ス テァ リン酸(以 下18:0と 略

記)で は,健 常群 に比 し各疾患 群 とも低値 を示 し,

オ レイ ン酸(以 下18:1と 略記)で は,逆 に高値を

示 し,と りわ け急性 肝炎群 での増加が著 しかつた.

リノール酸(以 下18:2と 略記)で は, 16:1と は

逆 に肝疾患各群 にお ける比率 の低 下 が 特 徴 的 で あ

り,肝 硬変糖尿病合 併群 は肝硬 変群 に比 しいつ そ う

低 値であつ た.ア ラキ ドン酸(以 下20:4と 略記)

では,健 常群 に比 し,肝 硬変糖尿 病合併群 において

軽度,急 性 肝炎群 において著明な低値 を示 した.

2) 全血分画脂 質の脂酸構成 比

a) コ レステ ロール エステル分画脂酸 構 成 比:コ

レス テ ロール エス テル(以 下CEと 略記)分 画 にお

いて は,表2に 示 す よ うに, 16:1で は健常群 に比

し肝疾患各群 の比率 は高値 を示 し, 18:1で は各 疾

患群 と も健 常群に比 し高値 を示 したが,各 疾患相 互

閥 には一定 の差異が 認め られなか つた. 18:2で は

肝疾患各 群の比率 は,健 常群,糖 尿 病 群 に 比 し低

く,特 に肝 硬変群 および急性肝炎群 で の低下 が顕著

で あつた. 16:0, 18:0お よび20:4で の比率 は

各群 と も健 常群 と大 差がなか つた.

b) 中性 脂肪分画脂 酸構成比:中 性脂 肪(以 下TG

と略記)分 画 においては,表3に 示す よ うに,健 常

Table 1. Percentage composition of total fatty acids in controls, overt diabetics, patients of liver

 cirrhosis, liver cirrhosis with diabetes and acute hepatitis

(M±S. D.)
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群 に比 し16:0で 肝硬変 の両群,糖 尿 病群 および急

性肝 炎群が, 18:1で は肝硬 変 の両群 お よび糖尿 病

群が ともに高 値を示 した. 18:2で は,健 常群 に比

し各疾 患群 ともに低 値で あつたが,と りわ け肝硬 変

群で の比率 の低下 が顕著 であつ た. 16:1, 18:0

お よび20:4で は各群 と も健 常群 とほ とん ど差が な

かつ た.

Table 2. Percentage composition of CE fatty acids in controls, overt diabetics, patients of liver

 cirrhosis, liver cirrhosis with diabetes and acute hepatis

(M±S. D.)

Table 3. Percentage composition of TG fatty acids in controls, overt diabetics, patients of liver

 cirrhosis, liver cirrhosis with diabetes and acute hepatitis

(M±S. D.)

Table 4. Percentage composition of FFA in controls, overt diabetics, patients of liver cirrhosis, 

liver cirrhosis with diabetes and acute hepatitis

(M±S. D.)

Table 5. Percentage composition of PL fatty acids in controls, overt diabetics, patients of liver

 cirrhosis, lievr cirrhosis with diabetes and acute hepatitis

(M±S. D.)

c) 遊 離脂酸分 画脂酸構成 比:遊 離脂酸(以 下FFA

と略記)分 画 においては,表4に 示 す よ うに, 16

:0で 肝 疾患各群,と りわ け急性 肝炎群 の低 下傾向を

認め にほかは, 16:1, 18:0, 18:1, 18:2お

よび20:4で はば らつ きが大 き く,各 群 間に特に一

定 の変化 は認め られ なかつ た.

d) 燐脂 質分画脂 酸構成 比:燐 脂質(以 下PLと 略
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記)分 画において は,表5に 示 す ように, 18:0で

健常群 に比 し各疾患群 は ともに比率の低下 を認めた.

これ に反 し, 18:2で は健 常群 に比 し各疾 患群 とも

に増加 を示 したが,特 に肝硬 変の両群 でや や増加 の

傾 向が み られた. 20:4で は健 常群に比 し各疾患 群

はと もに増加 を示 したが,特 に糖尿 病群で の増加 が

著 しか つた.な お, 16:0, 16:1お よび18:1で

は各疾 患群 とも健常群 と大差 がなかつ た.

Ⅴ. 総 括な らびに考按

肝硬変時 の脂質 代謝 について,第1編 では全血 に

おける脂 酸生 成の面か ら検討 したが,今 回は そのさ

いえ られ た試 料におけ る全血 の総脂 酸な らびに各分

画脂酸構成 の面か ら検討 した.と ころで,第1編 に

述べ たよ うに肝硬変患者 には耐糖能 の異常が極 めて

高頻度 にみ られ,ま た一次性糖尿病 の合併率 も高 い

ことが しられてお り1)～6),著者 の対 象 とした肝硬変

患者 において も,全 例糖尿病型 耐糖 曲線を示す症例

であつ た.肝 硬変時の脂質代謝 は,一 次性糖尿病 の

合併 によ り当然種 々の修 飾を受 ける ことが予測 され

るの で,臨 床 的に一 次性糖尿病 の合 併が明 らかな群

と合 併の有無 が不 明な群 とにわけ,そ れぞれ の成績

を糖尿病患者 と対 比検討 した.

近年,脂 質分析 法の進歩 にと もない,肝 疾患時 の

血液脂酸構成比 の変 化 について も,多 数の報告が み

られ るよ うにな り7)～13),肝炎や肝硬変 で は,血 清

ない し血漿 における総脂酸構成につ いて, 16:0,

 16:1, 18:1の 増加 と必須脂 酸であ る18:2の 減

少 す る ことが指摘 され,特 に16:1の 増加, 18:2

の減少が注 目され てい る.全 血 におけ る著者 の検 討

で も肝硬変群(糖 尿病 非合併)の 変 化は上記血清 な

い し血 漿の場合 とまつた く同 じパ ター ン示 し,こ と

に16:1の 増加, 18:2の 減少が特 徴的で あつ た.

したがつて,同 一対 象について の比較 ではな いので

断定 はで きないが,肝 疾 患患者 におけ る全 血 の 総脂

酸構成 と血清ない し血 漿のそれ との間には,あ ま り

大 きな差 はない よ うに思 われ る.ま た,肝 硬変 の糖

尿病合 併群 において も,上 記非合併群 とほ とん ど同

様 の変 化が認 め られた

これ に対 し糖 尿病群で は,著 者 と同様全 血 につ い

て検討 した粟 井14)らが 報告 して いるよ うに, 16:0

および18:1の 増加が主 な変化で あ り, 16:1, 18

:2お よびその他 の脂 酸につい ては健 常群 とほとん

ど差が な く,肝 硬変 の両 群 との 間に明 らかな相異 を

認めた.し たがつて,全 血の総脂酸構成 比の変化 に

関 しては,肝 硬変 と糖尿病 の両 疾患が合併 した場合,

肝 障害 に もとづ く変 化が主体 をなす ものと推 定 され

る.同 様の ことが 第1編 で述べ た全血 におけ る脂酸

生成 について の検討 において も認 め られたが,し か

し両疾 患合併時の総脂 酸構成 は,両 疾 患それ ぞれの

病 態の重軽に よつて,種 々に修飾 され る可能性 も当

然考え られ る.著 者 の対 象 にお ける両 疾患の合併 例

で は,糖尿病 の比較的軽症 な ものが多か つたので,か

な り重症 の糖尿 病が合併 した例 において も,そ の総

脂酸構成 の変 化が上記 のよ うに肝硬変群 と類似の変

化を示すか 否かは明 らか でない.な お,急 性肝炎群

にお ける変化 も肝硬変の場合 と同様 であつたが,変

化の程度が肝 硬変 に比 しやや強い傾 向が み られ た.

肝疾患 と糖 尿病 との両疾 患の間 で総脂 酸構成比 の

相異が もつ とも大 きかつ た16:1に つ いて,高 野15)

の全血総脂 酸合成 の検討 によれば, 16:1生 成量 は

健常者 に比 し肝硬変患者 では正常 ない し減少,急 性

肝炎な らびに糖 尿病 で も減少す ることが 認め られ て

お り,著 者の全 血の総脂 酸構成 の成績 で示 した肝 疾

患各群 におけ る16:1構 成 比の増加 は,脂 酸合成 の

促進 よ りもむ しろ分解 あ るいは変換 の遅延 による影

響が推察 され る.必 須脂 酸の ひとつで あ る18:2に

つ いて も,肝 疾患各群 では,健 常群 な らび に糖尿病

群 に比 し,比 率の低下が み られ たが, 18:2は 体 内

で合成 されず,食 事成分 に依存 してい るた め,食 事

内容,消 化吸収の面 につ いての影響 も考え られ る.

また,高 橋16)はエチオニ ン肝障害 ラ ッ テ の 肝 で,

 14Cリ ノール酸 のア ラキ ドン酸への と りこみが低 下

してい ることか ら,肝 疾患時 には18:2か ら20:4

へ の転換 障害を推定 し,肝 疾患時 には,肝 で の18:

2の 要 求量が増大 してい ることを推 測 し,そ の結 果

18:2お よび20:4の 減少が加 わ り,特 徴 的な脂 酸

構成 を示 す ことを報告 して いる.

いつ ぼ う,全 血 中にお ける1-14Cリ ノール酸 か ら

γ-リノ レ ン酸へ の変換 実験で,高 野17)は 健 常群 に

比 し糖尿 病群 は肝硬変 群 よ りも障害の程度 の強い こ

とを報告 して お り,こ れが著者 の検討で18:2構 成

比 が糖尿病 群で低下 のみ られなか つた ことに対す る

一 つの要 因 とな る ことも考え られ る
.

つぎに,総 脂酸構成 にお ける以上の変化 は各脂質

分画 にわ けてみ ると,肝 疾患群で は各 群 と もCE分

画 に もつ とも強 く表現 され, TG分 画が これ につ ぎ,

 PLお よびFFA分 画 での変 化は比較 的軽度 であつ

た.血 漿の分画脂酸構成 におけ る検討 で も肝疾患 で

はCE分 画 における変 化が もつ とも著 しい ことが 指
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摘 され てい る10),い つぼ う糖尿病 群 に つ い て は,

 TG分 画 にお ける変 化が もつ と も著 し く,こ れ につ

い でPLお よびCE分 画に変化が み られた.

肝硬 変群 の各 分画 中にお ける変 化 に つ い て は,

 CE分 画で16:1, 18:1の 増加 と18:2, 20:4

の減少, TG分 画で16:0の 増加 と18:2の 減少,

 PL分 画で18:0の 減少 と18:2の 増 加, FFA分

画で20:4の 減少の傾 向が 認め られ た.

肝 硬変 の糖尿病 合併群 における変化 も肝硬変 群 と

ほとん ど同様 で,そ の比率 に もほ とん ど差が なかつ

た.ま た,急 性 肝炎にお ける変 化 も肝硬変群 のそれ

とほ とん ど変 りはなかつ た.

いつぽ う,糖 尿 病群 において は, CE分 画で18:

1の 増 加 を認 めたが,そ の他 の脂 酸につ いて は健 常

群 とほ とん ど差 がな く,肝 疾患各 群との間 に明 らか

な差異 が認め られた.こ の差が総 脂酸構成 におけ る

両疾 患の間の差 に反 映 されて い るもの と考え る.し

か し, TG, PLお よびFFA分 画にお ける変 化につ

い ては,肝 疾患 各群 と糖尿病群 との間 に大差が なか

つ た.

と ころで,先 に述 べたよ うに,肝 疾患患者 におけ

る総脂酸 構成 につ いては,血 清 ない し血漿 にお け る

変化 と,著 者の全血 にお けるそれ とは,ほ ぼ同 じ傾

向が み られたが,こ れを各分画脂 酸構成 でみ ると,

肝疾患 患者に おける血 清ない し血 漿の それ につ いて

は, CEお よびPL分 画 で16:0, 16:1, 18:1の

増加 と18:2, 20:4の 減少, TG分 画で16:1の

増加が み られ ることな どが 指摘 されて おり10)～13)16),

上述 した著者の全血 におけ る成績 と各 分画,と くに

PL分 画 において2～3の 相異が み られ る.こ の相

異 につい ては,当 然 の ことなが ら血 清な い し血漿 と

全 血 との差 によ る ことが最 も大 きい と考え られ る.

と くに燐脂質 は,細 胞成分 と して も重要な数 多 くの

化合 物か らな る複合脂質 であ り,こ の点か らも血 球

成分 の関与が大 き く影響 して い るものと思 われ る.

Ⅵ. 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 を示 すが糖尿病 の合併

有無 が不 明の6例 にわ け,全 血 の総脂酸 および各分

画脂 酸の構成比 の面 か ら,そ の変 化を,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 のそ

れ と対比検討 し,つ ぎの結果 がえ られ た.

1) 肝硬変群(糖 尿病非合併 例)に おけ る全 血 総

脂 酸構成 の変化 は, 16:1の 増加 と18:2の 減少が

特徴的で, 16:0お よび18:1の 増加 と, 20:4の

減少す る傾 向が 認め られた.肝 硬変 の糖 尿病 合併群

および急性肝炎 群にお ける変 化 も,肝 硬変群 とほ と

ん ど同様であつ た.こ れ に対 し,糖 尿病 群 にお ける

主 な変化 は, 16:0お よび18:1の 増加 であつた.

2) 各 分画脂質 の うち,そ の脂 酸構成 の 変 化 が,

総脂 酸構成 の変化 に もつ とも強 く反 映 され る分画は,

肝疾 患各群にお いてはCE分 画であ り,糖 尿病群で

はTG分 画 であつた.

3) 肝硬変群 の各 分画脂質 におけ る脂酸構 成 の 変

化 について は, CE分 画で16:1お よび18:1の 増

加 と, 18:2お よび20:4の 減少, TG分 画で16:

0の 増加 と18:2の 減少, PL分 画 で18:0の 減少

と18:2の 増加,な らびにFFA分 画で20:4の 減

少 の傾向がみ られた.肝 硬変 の糖尿病 合併群お よび

急性 肝炎群 にお ける変 化は肝硬変群 のそれ とほ とん

ど差異 が なかつ た.糖 尿病群 に おけるCE分 画での

主 な変化は, 18:1の 増加で,他 の分画 にお ける変

化 について は肝疾患 各群 と大差 がみ られなかつ た.

本論文は岡 山大 学山吹隆寛 助教授な らびに高 野俊

男講師 の直接 の ご指導 を受けた.ま た,本 研 究はエ

ーザ イ株式会 社の研 究補助費 に より行 なわれた
.記
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本 論文 の要 旨は 日本糖尿病 学会 中国 四国地方 会第6

回総 会に おいて発 表 した.
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Studies on the Metabolism of Fatty Acids in Patients 

of Liver Cirrhosis

Part 2. On the Fatty Acid Compositions of Total and 

Fractionated Lipids of Whole Blood

By

Megumu ARIMICHI

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

The fatty acid compositions of whole blood from 12 cases of liver cirrhosis were studied 

from the view of total and fractionated major lipid classes in comparison with those of 5 overt 

diabetics, 6 cases of acute hepatitis, and 11 normal subjects. The patients of liver cirrhosis 

were classified into two groups; the one group of 6 cases was clinically considered to have 

been complicated with primary diabetes and the rest were uncertain whether the diabetes had 

complicated or not in spite of having abnormal glucose tolerance.

The results were as follows.

1. It was found in the group of liver cirrhosis with abnormal glucose tolerance that the 

increase of percentage composition in 16: 1 and decrease in 18: 2 were most specific changes, 

besides not only the tendency of increase in 16: 0 and 18: 1 but that of decrease in 20: 4 was 

also found in the total lipids. The similar changes were observed in the groups of liver 
cirrhosis with primary diabetes and acute hepatites. On the other hand, the main changes 

found in the diabetic group were increase of percentage compositions in 16: 0 and 18: 1.

2. The changes of fatty acid composition in cholesterol ester were found to have most 
directly reflected to those found in the total lipids in the group of liver cirrhosis, while 

the changes in the triglycerides reflected directly to those of total lipids.

3. Such tendencies were found in the groups of liver cirrhosis with abnormal glucose 
tolerance as the increase in 16: 1 and 18: 1 as well as the decrease in 18: 2 and 20: 4 in the 

percentage composition of cholesterol ester, while the increase in 16: 0 and the decrease in 
18: 2 in triglycerides, the decrease in 18: 0 and the increase in 18: 2 in phospholipid, and the 

decrease in 20: 4 in free fatty acids. The almost same tendencies were also observed in the 

groups of liver cirrhosis with primary diabetes or acute hepatitis.
The main change found in the cholesterol ester of diabetic group was increase of percentage 

composition in 18: 1 and the almost same changes as in the groups of liver diseases were 

revealed in other lipid classes.


