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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心筋を還流する動静脈血中のアミノ酸濃度較差を測定し，小児の心筋におけるアミノ酸代謝について

検討した．対象は冠動脈瘤を有さない川崎病既往児13例心電図異常1例および無害性雑音の1例，計15

例（対照群），心疾患々児27例および心疾患を有する成人13例，計55例である．心臓カテーテル検査時に，

大動脈および冠静脈洞より採血し，その動静脈の血漿中遊離アミノ酸濃度差をアミノ酸自動分析器を用

いて測定した．その結果，1）対照群ではtaurine（Tau）およびglutamic　acid（Glu）濃度は大動脈中

では冠静脈洞中より有意に高値であり，心筋がTauおよびGluを摂取していた．心疾患々児では，これ

らに加えて，glutamine（Gln）を多量に放出していた．心疾患を有する成人ではGluの摂取およびGln

の放出を認めたが，Tauの摂取はみられなかった．2）TauおよびGluの摂取は大動脈血中濃度に依存し

ていた．また，3）心筋1g当りのTauの摂取量は，心筋重量の増加に伴いむしろ減少する傾向があった．

心筋によるTauの摂取は小児の特徴であり，　Tauの発育期心筋における必要性が推察された．

　　　　　　　　　緒　　言

　肝，骨格筋あるいは脳などの臓器に比し，心筋にお

けるアミノ酸代謝はいまだ十分に解明されているとは

言えない．また，これらの多くはin　vitroでの成績で

あり，in　vivoでのヒト心筋におけるアミノ酸代謝につ

いて検討した報告は少ない．1954年，Bingら1）は冠静

脈カテーテル法を用いて初めてin　vivoにおけるヒト

心筋のアミノ酸代謝について報告した．この冠静脈カ

テーテル法は，現在ヒトの心筋代謝を検討する方法と

してほぼ確立しているように思われる．この方法を用

いてMudgeら2）やBrodanら3）は，また最近では

Thomassenら4｝が，ヒト心筋におけるアミノ酸代謝に

ついて報告している．しかし，これらはいずれも成人

例の検討であり，小児の心筋におけるアミノ酸代謝に

ついて検討した報告はない．

　著者はこの冠静脈カテーテル法を用いて小児の心筋
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のアミノ酸摂取および放出量を測定することにより，

小児の心筋代謝におけるアミノ酸の意義について検討

した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は心疾患の精査のために順天堂大学小児科ある

いは内科に入院し，心臓カテーテルおよび心血管造影

検査を行なった小児42例および成人13例の合計55例で

ある（Table　1）．年齢は1歳から15歳までの男児29例

および女児13例，および36歳から57歳までの成人男子

13例である．小児例は冠動脈瘤を有さない川崎病既往

児13例心電図異常1例および無害性雑音の1例，計15

例（対照群）と心疾患を有する27例（心疾患群）の2

群に分け検討した．心疾患の内訳は非チアノーゼ性の

先天性心疾患16例（心室中隔欠損症7例，心房中隔欠

損症3例，動脈管開存症2例，その他4例），チアノー

ゼ性の先天性心疾患3例（ファロー四徴症3例），心膜

心筋疾患2例および冠動脈瘤を有する川崎病後遺症の

6例である．成人例は全例，先天性心疾患や虚血性心

疾患などの心疾患を有しており，その内訳は狭心症4
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Table　1対　象

Diagnosis
Case

number

Controls

Kawasaki　disease　without

　　aneurysm

Abnormal　ECG

InnOCent　mUrmUr

13

　1

　1

subtotal 15cases

Heart
　diseases

Non・cyanotic　heart　disease

Cyanotic　heart　disease

Myocardial　disease

Kawasaki　disease　with　aneurysm

16

　3

　2

　6

subtota1 27cases

Total 42cases

Adults Heart　disease 13cases

例，陳旧性心筋梗塞3例，肥大型心筋症2例および拡

張型心筋症，僧帽弁閉鎖不全症，心室中隔欠損症，心

房中隔欠損症の各1例である（成人群）．

　心臓カテーテルおよび心血管造影検査は，atropine

sulfate　O．01－0．02mg／kgで麻酔前処置の後keta・

mine　5mg／kgの筋注による全身麻酔下にて行なった．

さらに必要に応じて，ketamine　lmg／kgを静注により

追加した．成人ではprocaine・HClによる皮膚切開部

の局所麻酔下にて行なった．右心カテおよび左心カテ

終了後にカテーテルを冠動脈入口部および冠静脈洞に

挿入し，ヘパリン加ディスポーザブルシリンジにて血

液を採取した．血液採取はカテーテル挿入後約5～10

分経過した血行動態の安定した時期に行なった．また

冠静脈洞へのカテーテル挿入は動静脈酸素分圧較差あ

るいは冠静脈洞造影にて確認した．

　採取した血液は4℃にて10，000回転／分，10分間の遠

心後，血漿を分離した．得られた血漿0．6mlに対しsul－

fosalicylic　acid　18mgを加え除タンパクを行ない，さ

らに4℃，10，000回転／分，10分間の遠心後，上清を分

離した．この上清を用いて高速自動アミノ酸分析器（日

立835）にて血漿中の遊離アミノ酸濃度を測定した

（Fig．1）．　standard　mixtureを用いたアミノ酸濃度測

定の精度検査では変異係数（coeMcient　of　variance）

は4％以下であった．

　心筋により摂取された各種アミノ酸量は次式より求

めた．

　摂取量＝冠静脈洞血流量（CSBF）×〔大動脈血中濃

度（Ao）一冠静脈洞血中濃度（Cs）〕

日小循誌　4（2），1988

Plasma　O．6ml

　　←Sulfosalicylic　acid　18mg

　　←Glucosaminic　acid　O．5ml
　　　　　　　（O　．　15μ　moles／m1）

Centrifugation　　10，000r．　p．　m，

　　　　　　　　　　4℃

　　　　　　　　　　10min

Autoanalyzer

　　　　　　（日立835）

　　　Fig．1検体の処理法

Mass＝〔｛0．424×（D十2h）2×（L十2h）×cf3

　　　十1．9｝－EVD〕×1．05

EDV（end－diastolic　volume）＝0，424×D2×L

　　　×cfS十1．9

L　：longest　length

D＝4A／πL
A：area．

h　：left　ventricular　wall　thickness

cf：correction　factor．

Fig．2　左室重量の算出法

　CSBFは血行動態，動脈血酸素分圧の変化により変

化するので，血行動態が十分安定した後，採血を行なっ

た．またketamineによってしぽしば起こり得る上気

道閉塞のための低酸素状態が生じた症例は対象から除

外した．これによりCSBFは各症例で一定と仮定し，

摂取量はAo－Csに比例すると考えてよいとした．

CSBFを変動させ得る心拍出量（CO）は対照群，心疾

患群および成人群でそれぞれ3．80±2．04L／min，

3．86±1．32L／min，4．06±1．12L／minであった．また

対照群7例，心疾患群8例，成人群7例に冠静脈洞よ

り得られた血液のガス分析を行ない，PHおよび酸素

分圧（PaO2）は各々7．29±0．03，7，26±O．07，7．37±

0．20および23±5mmHg，28±6mmHg，23±5mmHg
であった．

　心臓カテーテル検査の後に行なった左室造影検査よ

り右第1斜位の左室拡張末期像および心筋厚をトレー

スしFig．2に示すKennedy5）らのsingle　plane

methodを用いて左室心筋重量を算出した（Fig．2）．
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この左室心筋重量と心筋摂取量との関係も加えて検討

した．

　得られたアミノ酸濃度は平均±1標準偏差（μmol／

L）で表わし，心筋摂取量と血中濃度および心重量との

関係は回帰直線を用いて検討した．また対照群と各群

における血中アミノ酸濃度の比較はStudent・t検定を

用いた．

　　　　　　　　　　　結　　果

　1）大動脈血中および冠静脈洞血中の各アミノ酸濃

度

　対照群の大動脈血中に最も高濃度に存在するアミノ

酸はGln（466．4±125．1μmol／L）で，次いでVal

（193．8±43．8μmol／L），　Ala（174．3±55．8μmol／L），

Pro（163．2±101．1μmol／L），　Gly（159．6±47．1μmol／

L）であった．心疾患々児ではGln（467．1±90．8μmol／

L），Ala（209．1±62．1μmol／L），　Val（187．4±45．4

μmol／L），　Gly（187．1±45．6μmol／L），　Lys（121．1±

51．4μmo1／L）の順であった．成人ではGln（574．2±

109．3μmol／L），　Ala（368．7±81．5μmol／L），　Val

（251．6±57．4μmol／L），　Gly（235．8±51．0μmol／L），

Lys（214．3±41．0μmol／L）の順で，大動脈血漿中のア

ミノ酸パターンは，心疾患々児，成人とも対照群に比

し特異性はなかった．

　次に冠静脈洞血中のアミノ酸濃度について検討する

と，対照群ではGln（477．5±102．2μmo1／L）が最も高

く，次いでVal（186．3±38．4μmol／L），　Ala（173．9±

79．0μmol／L），　Gly（152．0±45．6μmol／L），　Pro

（131．2±88．9μmol／L）の順で，大動脈血漿中のアミノ

Table　2血漿中アミノ酸濃度

（μmo1／L）

Controls
　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝15

Cases　with
heart　disease　　　　　n＝27

Adults
　　　　　　　　　　　　　　　　　　nニ13

Ao Cs Ao Cs Ao Cs

Taurine　　　　（Tau） 60．7±24．0 38．5±22．5 92．7±51．6 53、4±32．8 115．1±48．6 130．3±59．1

Aspartic　acid　　（Asp） 8．9±5．5 7．6±4．8 13．1±14．1 7．8±6．7 18．1±14．1 19．5±12．9

Threonine　　　（Thr） 71．3±21．0 69．7±30．1 84．6±25．8 82．5±27．9 142．5±36．5 152．4±24．0

Serine　　　　　　　　（Ser） 113．1±31．9 105．4±30．5 115．8±26．4 104．2±30．9 151．8±34．9 162．7±29．7

Asparagine　　（Asn） 42．4±29、9 42．1±20．7 33．0±12．0 31．8±11．8 47．3±7．5 50．7±7．0

Glutamic　acid　（Glu） 67，4±22．1 43．7±22．3 93．9±41．0 59．8±25．1 131．9±49．7 100．7±35．9

Glutamine　　　（Gln） 466．4±125．1 477．5±120．2 467．1±90．8 516．7±125．8 574．2±109．3 641．8±140．7

Proline　　　　　　（Pro） 163．2±101，1 131．2±88．9 108．5±31．1 108．0±25，6 173．8±55．4 169．2±60．0

Glycine　　　　　（Gly） 159．6±47．1 152．0±45．6 187．1±45．6 174．9±51．3 235．8±51．0 241．5±45．5

Alanine　　　　（Ala） 174．3±55．8 173．9±79．0 209．1±62．1 210．1±70．8 368。7±81．5 402．2±92．5

Valine　　　　　（Va1） 193．8±43．8 186．3±38．4 187．4±45．4 187．0±52．0 251．6±57．4 263．7±53．4

Cystine　　　　　　　（Cys） 22．7±11．4 25．2±11．5 21．9±11．9 22．9±12．2 39．0±12．7 38．0±15．7

Methionine　　（Met） 15．9±5．5 14．3±5．1 18．4±6．2 19．1±7．4 26．5±7．1 38．3±26．5

ISoleUCine　　　　　　（Ile） 68．2±42．9 67．6±39．7 43．9±13．0 43．1±14．4 65．9±17．3 83．7±47．7

Leucine　　　　　（Leu） 96．4±26．2 98．7±33．4 95．6±31．1 91．6±32．3 142．4±35．3 144．1±30．4

Tyrosine　　　　（Tyr） 45．9±17．3 48．3±20．2 45．1±9，9 44．4±12．1 66．3±13．3 69．8±10．3

Phenylalanine　　（Phe） 55．1±20．0 54．9±14．8 48．3±9．3 46．6±10．9 63．5±14、7 68．0±13．5

Ornitine　　　　　　　（Orn） 38．9±17．1 40．9±22．4 53．2±23．8 48．9±24．8 104．2±34．1 116．4±28．5

Lysine　　　　　　（Lys） 110．5±52．9 102．9±52．5 121．1±51．4 116．3±56．4 214．3±41．0 228．8±35．8

Histidine　　　　（His） 73．3±21．2 70．6±31．1 73．8±13．5 73．0±16．7 93，8±16．4 97．4±9．4

Tryptophane　　（Try） 25．5±11．0 27．3±21．2 28．9±8．2 22．2±7．4 36．9±11．3 40．3±6．1

Arginine　　　　（Arg） 46．3±23．8 50．5±15．2 45’5±10．5 45．7±11．4 79．7±37．4 89．5±33．3
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酸パターンと変化なかった．心疾患々児ではGln
（516．7±125．8μmol／L），　Ala（210．1±70．8μmol／L），

Val（187．0±52．0μmol／L），　Gly（174．9±51．3μmo1／

L），Lys（116．3±56．4μmol／L）の順で，また成人で

はGln（641．8±140．7μmol／L），　Ala（402．2±92．5

μmol／L），　Val（263．7±53．4μmol／L），　Gly（241．5±

45．5μmol／L），　Lys（228．8±35　．　8pt　mol／L）の順で，心

疾患々児および成人の冠静脈洞血漿中アミノ酸パター

ンは対照群に比し特異な変化を示さなかった．また，

これら2群のそれぞれの大動脈血漿中アミノ酸パター

ンと比較しても変化なかった（Table　2）．

　以上より大動脈および冠静脈洞血中の血漿中アミノ

酸パターンは，心疾患の有無年齢には影響されない

ことが明らかとなった．

　2）心筋による各アミノ酸の摂取および放出（冠動静

脈血中濃度較差について）

　対照群において，大動脈血中濃度と冠静脈洞血中濃

度との間に有意の変化を示したものすなわち，有意な

陽性の動静脈較差（摂取）を示したのはTau（22．8±

18．7μmol／L，　p＜0．005）およびGlu（23．7±18．7μmo1／

L，p＜0．005）であった．

　Pro（32．0±32．9μmol／L）も摂取していたが，症例

による差が大きく，また大動脈血中濃度が高いため統

日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第2号

計学的には有意ではなかった．

　心疾患々児でもTau（39．3±39　．　5μ　mol／L，　p＜

0．005）およびGlu（34．1±26　．　1pt　mol／L，　p＜O．005）

を有意に摂取していたが，さらにGln（－50．0±72．2

μmol／L，　p〈0．005）に有意な陰性の動静脈較差（放出）

を認めた（Fig．3）．

　成人例ではGlu（31．2±33．7pt　mol／L，　p＜0．005）を

摂取し，Gln（－68．5±111．3μmol／L，　p＜0．05）を放

出していた．Ala（－33．5±78．3μmol／L）も統計学的

に有意性はないが，放出していた．しかし成人例では

対照群，心疾患群と大きく異なり，Tau（－15．2±49．0

μmo1／L）をむしろ放出していた（Fig．4）．

　3）GluおよびTauの大動脈血中濃度と心筋摂取量

との関係

　Gluの大動脈血中濃度（X）と心筋によるGluの摂取

量（Y）は正の相関（Y＝－5．8十〇．5X，　r＝0．82，　p＜

O．OOI）を示した．すなわち心筋によるGluの摂取量は

大動脈血中濃度に依存していた．

　同様にTauの大動脈血中濃度（X）と心筋による

Tauの摂取量（Y）は正の相関（Y＝－13．3＋O．6X，

r＝0．85，p＜0．001）があり，心筋によるTauの摂取量

は大動脈血中濃度に依存していることを示していた．

これは対照群と心疾患々児とで差がなかった．

Ao．Cs
　μmol／L
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Fig．3小児の心筋によるアミノ酸の摂取および放出
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Ao－Cs
μmd／L

．
20証

※　p＜0．005

※※　p〈0．05

　　Fig．4成人の心筋によるアミノ酸の摂取および放出
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Fig．6心疾患々児の血中taurine濃度および心筋摂

　取量

100

Fig．5心筋1g当りのtaurine摂取量と心重量との関

　係

　4）心筋1g当りのTau摂取量と心重量との関係

　左室造影法から求めた左室重量の増加に伴い，，心筋

1g当りのTauの摂取量はむしろ減少する傾向にあっ

た（Fig．5）．心疾患々児のうち心膜心筋疾患の2例は

同年齢または同体表面積の小児に比し，心重量は有意

に増加していたが，心筋1g当りのTauの摂取量と心

重量との関係では他の小児と差を認めなかった．また

他の心疾患々児の心重量は同年齢または同体表面積の

小児のそれと比べ差はなかった．

　5）心疾患々児の血中Tau濃度および心筋摂取量

　大動脈血中Tau濃度を心疾患々児と対照群とで比

較すると，著しく高い大動脈血中濃度を示す心疾患々

児3例（246，191，178μmol／L）を除外すれぽ両群に

有意な差は認められなかった．これらは動脈管開存症，

ファロー四徴症および心室中隔欠損症の3例で，他の

心疾患々児に比しても，肺動脈圧，短絡量，心容積，

重量および左右心室の駆出率などには特記すべきこと

はなかった．また肝機能不全や食事の影響なども考え

にくく，これらの高い大動脈血中Tau濃度を示した理
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由は不明である．

　冠静脈洞血中Tau濃度は対照群と心疾患々児とで

有意な差を認めなかった．

　心筋におけるTauの摂取量（Ao・Cs）は1例（前述

の動脈管開存症例，185μmol／L）を除けぽ，対照群と

心疾患々児で有意な差は認めなかった（Fig．6）．

　　　　　　　　　　考　　按

　冠静脈カテーテル法で得られた成績は直接心筋自体

の代謝を反映している訳ではなく，心筋の代謝物質の

出納による血液成分の変化より心筋の代謝を論じてい

るにすぎない．また冠静脈洞より得られた血液は心臓

全体を灌流した血液ではなく，犬では左冠動脈血流の

70～80％および右冠動脈血流の10～20％は冠静脈洞に

注ぎ，一方，左冠動脈血流の15～25％および右冠動脈

血流の80～90％は数本の前心静脈を経て直接右房に注

ぐとされている6）．ヒトでも冠静脈洞の血液のほとん

どは左心室由来という7）．したがって冠静脈洞にカ

テーテルを挿入して血液を採取すれば主として左室心

筋を灌流した血液が得られ，今回得られた成績は両心

室の心筋ではなく主に左室心筋の代謝を反映している

と考えられる．また成長による冠静脈血流の変化も明

らかではない．しかし本法は現時点ではヒトの心筋代

謝をin　vivoで検討することができる唯一の方法であ

り，かつ心筋自体の代謝を最もよく反映する方法と思

われる．

　本法では心筋による基質の摂取や放出は

　　摂取量＝CSBF×（Ao－Cs）

の式で表わされるため，CSBFが変化すると摂取量は

多少異る値をとることがある．したがってCSBFの測

定が望ましいが，小児では実際のところ困難である．

小児の冠静脈洞および大心静脈は成人に比べかなり小

さく，挿入するthermo・dilutionカテーテルは入手し

がたく，技術的にも無理である．また，カテ先マノメー

ターを用いる方法では採血用のカテーテルと合わせる

と2本のカテーテルを冠静脈洞内に挿入せねばなら

ず，カテーテル自体によって生ずる血液の乱流のため

に測定誤差が大きく，また危険性も高いといえる．本

研究ではCSBFの測定は行なわなかったが，　CSBFに

変化を与えるとされる動脈血酸素分圧，血圧，心拍数

などの値が安静時と同程度のカテーテル挿入後5～10

分経過し安定した時期に採血を行なった．従って

CSBFはほぼ一定と仮定してもよいと考え，今回の研

究では冠動静脈の濃度較差から心筋が摂取あるいは放

出するアミノ酸の代謝を論じた．
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心筋におけるアミノ酸の代謝について

　心筋におけるアミノ酸の代謝は肝，骨格筋あるいは

脳などの臓器に比し，十分に解明されていない．骨格

筋内にはLeu，　IleおよびValなどの分岐鎖アミノ酸

が高濃度に存在8）し，またGluを摂取し，　Glnおよび

Alaを放出する9）～11）．放出されたGlnは腎に，また

Alaは肝に取り込まれてglucose・alanine　cycleを介

して糖新生に関与する12）一一14）．一方RabbitやGuinea

pigの心筋では解糖系より得られたピルビン酸とGlu

からAlaを生成し，またアンモニアはGluと結合する

ことによりGlnへと生成され，解毒される15）16）．ヒト

心筋では，in　vivoで成人の心筋を還流する動静脈の血

中濃度較差から，心筋におけるアミノ酸の摂取および

放出を検討した報告がある．すなわち，Mudgeら2）に

よれば，健康成人および冠動脈疾患において心筋は

Gluを摂取し，Alaを放出したという．Thomassenら4｝

はMudgeらと同様の成績を得ており，さらにAlaの

放出は冠動脈疾患の重症化に伴い増加するという．ま

たBrodanら3）は成人の冠動脈疾患では心筋が安静時

にAspを摂取し，心房ペーシングによる心筋虚血時に

は，さらにGlu，　LeuおよびIleを摂取し，　Cys，　Asn

およびGlnを放出したと報告した．著者らの心疾患を

有する成人の成績でも，これらの報告とほぼ同様に

Gluの摂取およびGlnの放出，またAlaの放出の傾向

を認めた．一方，小児例でも同様の傾向を示したがAla

の放出は認めなかった．Thomassenら4）によれぽAla

の放出は心筋虚血の程度により左右されるとしてい

る．著者らの小児例では明らかな心筋虚血を呈した症

例がなかったことからAlaを放出しなかったと考え

たが，著者らの成人例では，むしろ心筋虚血のない先

天性心疾患例が狭心症例より多くAlaを放出してお

り，心筋がAlaを放出しない理由を心筋虚血の程度の

みに求めるのは無理があるようである．あるいは，小

児の心筋ではAla合成に関与する酵素の未熟性など

により成人に比しAlaが合成されにくいのかもしれ

ない．しかし，その理由については現在のところ不明

である．

　心筋におけるTauの代謝について

　Tauは多くの動物で血漿中よりもむしろ臓器内に

遊離の形で存在し，特に心筋，脳および骨格筋などに

高濃度に含まれている18）．特に心筋においては遊離ア

ミノ酸の約50％におよぶという．このTauは，その抗

不整脈作用工9）2°）や降圧作用21）22），また最近では先天性

心疾患に対する治療薬としての試み23）24｝などが報告さ
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れ，循環器領域で注目されつつある．また，Tauは心

筋内では合成されず，含量調節は主に血液からの取り

込みによって行なわれると考えられている．Huxtable

らはラットのLangendorff灌流心にアイソトープを

用いた実験で，灌流液中の3H・Tauがラット心筋に多

量に取り込まれることを報告した25）．Minato26）や岩田

ら27）も同様の実験を行ないTauがラット心筋に多量

に取り込まれることを認めている．さらに心筋では腎

臓に比べTauのturnoverが遅く，ゆっくりと長時間

にわたって取り込まれ35S－Tau投与初期にはTauの

組織中濃度は腎臓〉心臓であるが時間の経過とともに

心臓〉腎臓に変わったと報告している．またラット心

筋中のTau含量は年齢とともに増加するという28）．

　今回の検討によれぽ成人例ではBrodanら3）の報告

と同様にTauの有意な摂取を認めなかったが，小児例

では成人例と異なりTauを有意に摂取していた．また

左室重量が増加するにしたがい心筋1g当りのTau摂

取量が減少したことは心疾患々児の心重量が同年齢の

対照群とほぼ同等であったことから心筋の発育に伴っ

てTauの摂取量が減少することを表していると思わ

れる．これらの結果を考え合わせるとヒト心筋では小

児期に多量のTauを摂取し，成人期には摂取の速度を

減ずるのではないかと考えられる．成人の心筋では

Tauを少量ずつゆっくりと摂取しているため，今回の

冠静脈カテーテル法を用いた検討ではアイソトープを

用いたラットの実験や小児例と異なり，摂取として有

意差を生じなかったのかもしれない．

　最近の報告では，母乳中に多量のTauが含ま
れ29）3°），胎児，新生児の血漿中Tau濃度が成人に比し

高く31）32｝，また新生児，乳児はcysteine　sulfinic　acid

decarboxylaseの酵素活性が低いためTauは新生児，

乳児にとっては必須アミノ酸であるという33）．このこ

とはTauが心筋の発育を促す代謝に関与している可

能性を示すものと思われた．

　また心筋によるTauの摂取量は大動脈血中濃度に

依存していた．かりに摂取量と大動脈血中濃度に正の

相関がない場合にはpassive　transportの関与を否定

できると思われるが，本研究によりヒトの心筋ではお

そらくpassive　transportが関与する可能性があるこ

とが明らかとなった．in　vitroでは細胞膜において

Tauはactive　transportを受けるという報告34｝35）や

passive　transportを受けるという報告36）37｝があり，そ

の両機構によってTauの膜輸送が行われると考えら

れている．
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　最後に病的心におけるTauの動態は，うっ血性心不

全では心筋内Tau含量は増加し38｝39），心筋梗塞では減

少する4°）とされている．またマウスにisoprotereno1

やmonocrotalineを投与して作成された実験的肥大

心においてはTauの能動輸送の充進により心筋内の

Tau含量が増加し，心収縮力の増大を来したとい

う41）．著者らの成績では対照群と心疾患群との間に

Tauの摂取量の有意な差はなかった．本研究は心疾患

の検索のための心臓カテーテル検査時に同時に行なわ

れ，また冠静脈カテーテル法の手技が難しいため，対

象に明らかなうっ血性心不全や心肥大を呈した重症例

はほとんどなく，このため対照群と心疾患群に差を生

じなかったのかもしれない．チアノーゼ性心疾患にお

いても心筋によるTauの摂取量は他の心疾患例や対

照群と有意な差はなかった．しかし，症例が3例と少

なく，また全例，右心室の圧負荷疾患であるファロー

四徴症のため，主に左室の心筋の代謝を反映する冠静

脈カテーテル法では変化を見出だせないのかもしれな

い．Tauは組織での酸素利用を促進する42）との報告も

あり，チアノーゼ性心疾患の心筋のTau代謝は何らか

の変化があることが推測される．

　稿を終えるに当たり，御指導下さった井埜利博博士，順天

堂浦安病院大塚親哉教授および加藤英夫名誉教授ならびに

御校閲下さった薮田敬次郎教授に深謝致します．

　　　　　　　　　Abbreviation

　Tau……taurine

　Asp……aspartic　acid

　Thr……threonine

　Ser・…・・serine

　Asn……asparagine

　Glu……glutamic　acid

　Gln……glutamine

　Pro……proline

　Gly……glycine

　Ala…　‥・alanine

　Val……valine

　Cys・…・・cystine

　Met……methionine

　Ile……　iSOIeUCine

　Leu……leucine

　Tyr……tyrosine

　Phe……phenylalanine

　Orn……omitine

　Lys・…・・lysine

　His……histidine
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Try……tryptophane

Arg……arginine

Ao……aorta

Cs・・・…　coronary　sinus

CSBF……coronary　sinus　blood　flow
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With

　　Studies　on　the　Myocardial　Amino　Acid　Metabolism　in　Children

Sepcial　Reference　to　Uptake　and　Release　of　Amino　Acids　by　Myocardium一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masazumi　Iwahara

Department　of　Pediatrics，Juntendo　University　School　of　Medicine，2－1－1，　Hongo，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bunkyo－ku，　Tokyo　113，Japan

　　　　In　order　to　elucidate　the　amino　acid　metabolism　in　myocardium　of　children，　levels　of　plasma　amino

acids　in　aorta　and　coronary　sinus　were　measured　in　15　patients　without　heart　disease（group　I），27

patients　with　heart　disease（group　II），　and　13　adult　patients　with　heart　disease（group　III）．1）In　the

group　I，　taurine（Tau）and　glutamic　acid（Glu）showed　significant　positive　arteriovenous　differences，

indicating　uptake　by　the　myocardium，while　in　the　group　II，　in　addition　to　the　uptakes　of　Tau　and　Glu，

gultamine（Gln）demonstrated　significant　negative　arteriovenous　difference，　indicating　release．　In　the

group　III，　although　Glu　uptake　and　Gln　release　were　also　noted，　Tau　uptake　by　the　myocardium　was

not　observed．2）Glu　uptake　tended　to　correlate　with　arterial　Glu　level　in　children．3）Tau　uptake

tended　to　correlate　with　arterial　Tau　level　in　children．4）There　was　a　negative　correlation　between

Tau　uptake　per　l　g　of　myocardium　and　the　left　ventricular　mass　calculated　by　the　angiographical

method．　These　data　suggest　that　Tau　uptake　by　the　myocardium　may　be　characteristic　in　children　and

involved　in　growth　of　the　myocardium．
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