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Lipoprotein Lipase Distribution in Rat Tissues

Masashige SUZUKI, Takeshi KAJUU and Yuji SATOH

Lipoprotein lipase (LPL) that is bound at the luminal surface of the capillary endothelium regulates
the clearance of. eirculating lipoprotein ‑triglyceride fatty acids (TGFA). However, there are no suffici‑

ent knowledge on LPL distribution in rat tissues and assay methods of LPL activity. The present inves‑

tigation was therefore undertaken to study the distribution of LPL activity in fasting rat tissues and

effects of additions of heparin and serum, and the differences in the homogenizing buffer on the LPL
activity determinations in the rat tissue.

Male 6 ‑wk‑old rats of Sprague‑Dawley strain were bred for 20 days (rats having access to food for
a single, daily, 1 5‑hour meal from 1 9 to 09 hours). 20 days later, rats were fasted for 8.5 hours and
then killed at 1 7:30 hours. LPL activities in adipose tissues and all other tissues that were directly

homogenized in 10ml of 0.25M sucrose buffer (PH 8.1) and 50mM NH3 ‑NH4 Cl buffer (PH 8.1 ), respec‑

tively, were measured as described by Gasquet et al. Both Homogenizing buffers were contained with
heparin at O or I iu/ml concentration. Furthermore, adipose tissue LPL ac{ivity was compared 0.25M
sucrose buffer with 50mM NH3 'NH4 C1 buffer, eontained heparin at the five concentrations (O ‑ I O
iu/ml).

1 ) LPL distribution in rat tissues; the highest level was observed in heart and soleus musele, middle
level in kidney and the lowest level in testis and spleen.

2) LPL activities in at adipose tissues (epididylTlal, perirenal, and subcutaneous) were at same levels.

3) Effect of heparin on the rat tissue LPL aetivity ; LPL activity in adipose tissue was higher without
heparin in the buffer, there was no effect of heparin on the liver LPL, and all other tissues showed

higher LPL actiyity with hepadn in the buffer.

4) There was no effect of different fserums (fasting serum for 24 or 72 hrs, and heating serum) on the
rat tissue LPL activity.

5) Adipose tissue LPL activity measured in 0.25M sucrose buffer was decreased as the heparin concen‑
tration increase, however, there found no effect of heparin in 50mM NH3 ‑NH4 C1 buffer. Further‑

more, adipose tissue LPL activity that measured with 50mM NH3 ‑NH4 C1 buffer was higher than
that with 0.25M sucrose buffer at all heparin concentrations.

These results suggest that kidney can efficiently uptake circulating lipoprotein‑TGFA for the energy

source, there seems no effect of different serums added to substrate medium on LPL activity, and

一154一
50mM

NH3−NH4αbuffer

adipose
to

tissue

se1ect

an

虹cubation

LPL

may

be

better

than0．25M

sucrose

activity

to

compare

with

from

appropriate

homogenizing

buffer

those
and

to

buffer

other

know

the

rat

in

the

measurement

tissues．Further

significance

of

of

studies

heparin

the

are

addition

rat

needed
to

the

medium．

毛細血管内壁に存在するリポプロテインリパー
ゼ（LPL）は，体組織による血中リポプロテイン，

生後6週令のJCL⑲：SD系雄ラット5匹（ユ45
〜ユ55g，日本クレア株式会社）をユケージにユ

特にカイロミクロンと起低比重リポプロテイン

匹ずつ入れて飼育した。飼育室の照明は，0卜19

（VLDL）のトリグリセリド（TG）の分解と取

時の12時問を人工照明し，19−07時の12時間を暗

り込みに関与している25〕。現在までに脂肪組織，

期とする12時間の明暗サイクルとした。飼料は市

心臓および骨格筋のLPL活性については，さま

販の固型飼料（CE−7，日本クレア株式会社）を

ざまな栄養条件または運動条件を与えることで詳

用い，19−09時の問に自由摂食出来るようにし，

しく検討されてきた。しかし，他の組織（肝臓，

水は24時間自由に摂取出来るようにした。上記の

腎臓，脾臓，肺臓，睾丸など）のLPL活性と生

条件で約20日間飼育し，生後9週令（303〜317

体の生理的条件に関しては十分な知見を得ている

g）の時点で，8．5時間の絶食後17時30分に断頭

とはいえない。そこで本研究は，8．5時間の絶食

により屠殺した。また，老令ラットに24時問また

負荷ラットの体組織問のLPL活性を比較するこ

は72時問の絶食を負荷したのち屠殺し，採取した
血液は4℃の温度下に30分間放置したのち，3，000

とを第一の目的とした。

次に本研究では体組織LPL活性測定法として，

fresh−tissue

homogenateを用いる方法について

二，三の検討をおこなった。Fresh−tissue

ho−

r．p，m．で15分問遠心して血清を得，LPL活性測
定に用いた。各組織は開腹後直ちに摘出し，LPL
活性測定まで一80℃で凍結保存した。

mogenateを用いるLPL活性分析法は，現在必
ずしも一定の条件が確立されているとはいえない。

2．組織LPL活性の測定

つまり，① homogenate調製に用いるbufferの
種類，② bufferへのヘノキリン（heparin）添加

実験1

の有無，③

保存した組織切片200mg、前後をガラスホモジナ

LPLの活性化に用いる血清の違い，

体組織問のLPL活性を比較するために，凍結

などがLPL活性に与える影響などについて，十

イザーを用い，脂肪組織は0．25M

分な理解が得られていない。特にGasquetら13b

（pH81

方法が，脂肪組織に0．25M

er（pH8．1）を各々10m1用い，heparin添加（1
iu／m1）または無添加の条件でGasquetら13〕の

sucrose

buffer（pH

8．ユ），他の組織には50mM．NH。一NH4C1buffer

（pH8．ユ）を用いていることは，LPL活性の組織
間の比較を困難にする一つの原因となっている。

そこで本研究は，①

fresh−tissue

homoge−

ユ），他の組織は50mM

sucrose

b皿ffer

NHrNH・Cl

b雌

変法でfresh−tissue homogenateを調整した（Fig 、
ユ）。基質エマルジョンはユ0％intra1ipid11｝ユ容に

対し24時間絶食させたラットの血清2容，0．4M

nateを用いたLPL活性測定法におけるbufferへ

Tris−HC1buffer（pH8．1，Bovine

のheparin添加の有無と添加濃度の影響，、②LP

bumin8．57％含有）7容を加え，37℃で振とう

Lの活性化に用いる血清の影響，③

しながら45分問インキュベーションすることで活

脂肪組織L

PL活性測定に用いるbufferのちがい，などにつ
いて検討することを第二の目的とした。

serum

al−

性化基質と。した。Homogenate調整後2時問以内
に3

21〕fresh−tissue

homogenateユ容に対し活性

化基質1容13〕を加え，37℃で振とうしながらイン

実験方法
1．実験動物およぴ飼育法

キュベーションし，開始5分および65分後に容器
を氷中につけて反応を停止したのち，1時間あた
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of
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activity．

りに産出されたFFA量をTroutらの改良法9103536〕

heparin添加濃度の影響をみるために，0．25M

により測定した。ただし，滴定液，指示薬はKa−

sucrosebufferと50mMNH3−NH4Clbufferの

planの方法に従いイソプロパノールに溶解した。．

2種類を用い，5段階の濃度のheparin（0，0．01，

LPL活性を組織ユgおよび全組織あたりに換算

0．ユ，1．0，ユOiα／m1）を添加した条件で，fresh

して表わした。

−tissue

実験2

し比較検討した。

LPL活性に与える0．5M Naαとラット血清の
影響を検討するために，肝臓，心臓，腎臓および

homogenateを調整し，LPL活性を測定

実験結果

脂肪組織はheparin（1iu／ml）を含む50mM
NaCl

実験1

NH3−NH4αbu脆rを用い，基質に0．5M

加の影響

を添加したものおよびラット血清無添加のものを

体組織のLPL活性とheparin添加の影響は，
Tab1e1，2に示すとおりである。Bufferにhe−
parinを添加した条件で，体組織のLPL活性は

調整し，実験1と同様にLPL活性を測定し比較
検討した。

実験3

組織gあたりで表わした場合，心臓とヒラメ筋が

ラット血清の性状のちがい，ならびに血清の中

に微量存在する可能性のあるLPLの組織LP

体組織間のLPL活性比較とheparin添

最も高く，腎臓もかなり高い活性を示していたカミ

L

睾丸と脾臓の活性は低い値を示した。全組織あた

活性に与える影響をみるために，基質のラット血

りの活性でみると，肝臓が圧倒的に高く次いで腎

清に24時間もしくは72時間の絶食負荷後に採取し
たラット血清と，それらを62℃でユ0分問加熱処理
した血清1〕を用いて，50mM NH3−NH4CI buffer

臓と心臓の活性が高かった（Tab1e1）。脂肪組
織のLPL活性は，副睾丸，腎周囲および皮下な
どの部位のちがいによる差は認められなかった

（pH8．ユ，heparin1iu／ml）で調整した心臓，

（Tab1e2）。

ヒラメ筋および腓腹筋のLPL活性を測定し比較

一方，heparin添加により心臓，肺，睾丸，脾

検討した。

臓および骨格筋のLPL活性は有意に増加し，腎

実験4

臓の活性も増加傾向にあった。それに対して肝臓

脂肪組織については，bufferのちがいならびに

のLPL活性にはheparinの影響はみられず，逆
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Effeet of heparin on LPL activity in fasting rat tissue.

Table 1

LPL activity

ue FFA / hr / g .

pteq FFA / hr / whole ' tissue

tissue

+

+

He parin

Tissue
Heart (5 )

40.3 :!: 2.7

11.5 i 2.0a

Liver (5)

14.0 : : 0.6

Lung (5)

11.6 i: 1.5

14.3 i 1.4
5.9 i 0.5b

Testis (4)

8.4 i 0.3

Spleen (5)

5.7 :!: 0.7

51.2

27.5 :!: 3.7

2.6 :!: 0.6c

5.3 d: 0.7

51.7 i 4.2

2.3 i 0.7b

9.7 :!: 1.3

Gastrocnemius m. '(5)
Soleus m. (5)

37.0 :!: 5.7

30.4 :!: 3.0d

: 6.9

12.3 i 2.5a
191.0 :!: 22.3

9.2 i 1.0d

18.1 :!: 2.9

5.4 :!: 0.6b

14.7 :!: 1.2

18.8 :!: 1.3

Kidney (5)

43.4
4.7
187.3 i 11.4

22.8 i 2.4

18.1 :t 3.3
2.5 :!: 0.6c

40.1 :!: 2.6d

9.1 i 3.2b
13.8 i 1.8b

Values are means i SE. The number of LPL determinations per group is given in parentheses. a, b, c

and d mean p < 0.001, p < 0.01, p < 0.02, and p < 0.05, respectively when compared with the +
vaiues.

Table 2 Effect of heparin on the activity of LPL from fasting rat adipose tissues.
LPL activity
/xeq FFA / hr / g . tissue

peq FFA / hr / whole ' tissue

Adipose tissue

+

+

Heparin

(4 )

22.8 :!:3.6a (5)

17.3 :!: 5.8 (5 )

: 1.1 (5 )

18.1:!:3.8 (5)

16.6 :!: 2.9 (5)

9.3 :!: 1.8 (5 )

19.6 :!:2.6a (5)

Epididymal

7.6 i 2.8

Perirenal

9.1

Sub cutaneous

51.4 :!: 8.8b
34.7 :!: 9.1

(5)
(5)

Values are means :!: SE. The number of LPL determinations per group is given in parentheses. a and b:
p <0.02 and p <0.05, respectivery, when compared with the +values.

Table 3

Effect of 0.5M NaC1 on the activity of LPL

Table 4

from fasting rat liver and kidney.

fasting rat liver and kidney.

LPL activity (,te FFA / hr / ･ tissue)

Tissue

‑NaC1

LPL activit (pe FFA / hr / g * tissue)
Inhibition (%)
‑ Serum

0.5M NaC1

Inhibition (7･)

Tissue

25.3 i 6.2
95.4 i 1.8

Liver

17.2 d: 2.4

1 1.8 :!t 0.8

Kidney

22.3 :!: 3.0

6.4 i 1.0

Live r

15.9 :!: 1.2

11.9 :!: 1.2

Kidney

19.8 :!: 1.3

0.86 :!: 0.3

Values are means :!: SE.

The number of LPL determinations per group
tissues.

Effect of serum on the activity of LPL from

+ serum

27.9 :b 3.5
72.0 :!

3.5

Values are means :!: SE.
is 5

The number of LPL determinations per group is 5
tissues.
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the

adipose

activity

tissue
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86．1±3，6

3．2±O．7

96．2±1，0

68．2±3．5

0．9±O．8

98．5±1．5

a正e

められなかった（Tab1e7）。

・tiSSue）

Epididyma1

The

ラット血清が心臓のLPL活性に与える影響は認

Inhibition（9勾

Hea正t

Va1ues

また，加熱処理（62℃，1Qmin）をおこなった

L主L

heaエt．

実験4

ちがいならびにheparin添加濃度の影響

0．25Msucrosebufferで測定したLPL活性
は，heparin濃度が増加するにつれてゆるやかな低下

means±SE．

numbe正of

LPL

脂肪組織のLPL活性に与えるb雌erの

detefminations

pe正罫oup

傾向を示した。一方，50mM

is5

tiSSueS．

NHrN乱C1bufferで

測定したLPL活性にはheparin濃度の影響は認めら
Tab1e6

E耐ect of24h卜and72㎞一fastingエat semm on the activity
of LPL f正om fastingエat heaエt and gastmcnemius and
so1eus

musc1es．

LPL

Tis8ue

FFA／h正／g・tissue）

72㎞一fasting

seエum

Gast正ocnemius

Va1ues

m．

b

14．9±1．1

a正e

3．2±O．8

4．O±O．7

m．

means±SE．The

number

semm

69．7±8．5a

79．1±6．2a

Hea工t
So1eus

activity（μeq

24h正一faミting

of

12．4±0．6

LPL

dete正minations

b
peエ

gエoupis5tissues．a：PくO．O01，wh㎝comp鵬dwithgastm㎝emius

m．andso1eusm．inthesameseIum．b：PくO．01，wh㎝compa正ed

Tab1e7

Effect
f正om

of
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compa正ed24h−with72㎞血sting

heated

fasting

LPL

wit1l

when

mt

tions
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activity

activity（μeq

of

same

LPL

FFA／h正／g・tissue）

Semm

Heated
56．2±6．4

58．1±5．4

V副ues班e
No
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he班t．
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m．in

means±SE．The

pe正group

is5tissues．

significant

diffe正ence

numbe正of
when

LPL

compared

determina−
with

heated

Se正um．

semm．No

semm

significant

diffeエence

in

tissues．

t㎞ee

摂食時に比べて低いレベルにあると思われる3436㌧

また，副睾丸，腎周囲および皮下の脂肪組織のL
PL活性は同レベルに・あり，Hartman18〕の報告と

一致している（Table2）。

心臓およびヒラメ筋のLPL活性は絶食によっ
て増加し，およそ絶食12時問後に最高レベルに達
することが報告されているム23｝。したがって，本実

験の心臓およびヒラメ筋のLPL活性は相対的に
高いレベルにあるものと考えられる（Tab1e1）。

次にヒラメ筋のLPL活性は，腓腹筋のおよそ
れなかった（Table8）。

また，50mM

5倍の活性を示した。ヒラメ筋はその96％が赤筋

NHrNH4C1b雌erで測定した

タイプの骨格筋であり，想髄筋は赤筋および白筋

LPL活性は各heparin濃度で，0．25M sucrose
bufferで測定したLPL活性に比べて高かった。

の両タイプより構成されている混合タイプの筋で
ある肌25j．Scowら25〕は白筋のLPL活性は栄養
状態に関係なく非常に低いレベルで一定であり，

赤筋のLPL活性は白筋に比べておよそ10倍高く，

考

察

絶食により増加することを報告している。本実験

本実験は，8．5時間の絶食ラットを用いておこ

のヒラメ筋と腓腹筋にみられるLPL活性の差は，

なわれた。したがって，脂肪組織のLPL活性は

それぞれの筋の主に利用するエネルギー源の違い

158＿
Tab1e8

Effect
from

ofhepa正in

fast㎞gエat

in50mM

adipose

NH3−NH4C1buffeエand

O．25M

LPL

O

Buffeエ

O．25Msuc正ose

50mM

NH3−NH4C1

Va1ues

aエe

means±SE

20．4±6，1

33．2±5．2
of

LPL

sucエose

buffeエon

the

activity

ofLPL

tissue．

activity（μeq FFA／hエ／g・tissue）
Hepa工in（iu／m1）
O．1

O．01

1．0

10

22．5±6，1

17．5±4，3

12．8±3，4

10．9±4，6

30．7±3．O

28．1±4．3

34．9±6，1

31．3±5．6

dete正minations

on5tissues．

（赤筋は脂肪酸，白筋は糖質）や運動に対する特

ら14iは，腎臓に本研究と同様に高いLPL活性が

徴的な働きを裏付けるものである。ヒラメ筋と心
臓のLPL活性を比較した以前の報告は523〕8〜24

存在することを報告した。このことは，腎臓の全

時問の絶食後のLPL活性は心臓が2〜4倍高い

％2％3w〕が血中FFAに依存しているという報告

ことを示している。それに対し本実験の心臓とヒ

や，腎臓の高い酸素消費量および高い毎分血流量

ラメ筋のLPL活性は同レベルにあった。この違

（組織gあたり）に関する報告35，な■どによって十

いは実験条件その他のちがいによるものと思われ

分に裏付けられる結果である。また，腎臓の一定

るが理由は明らかではない。

肝臓のLPL活性は，bufferへのheparin添加
の影響を受けなかった（Tab1eユ）。このことは，

活動エネルギー消費量の65％15

19

27〕もしくは20

した機能発現に対して，LPLを介した脂質代謝
が重要な役割を果していることを示唆するものと
考えられる。

Kom21〕は，肺にLPL活性は存在しないことを

肝臓のLPL活性が他の組織のLPL活性と性質を
異にする可能性を示唆するものである。LPL活

報告したが，その後肺にもLPL活性が存在する

性はO．5M

ことが報告6114

NaClまたは硫酸プロタミンおよび基

32：され，本研究においてもLPL

質中への血清無添加により80一ユ00％阻害される
特性があるといわれている2蝸，。今回の実験では

活性の存在が確認された（Table1）。さらにHamosh
ら17〕は，肺のLPL活性は栄養状態の変化に影響

0．5M

されないで一定のレベルを維持することを報告し．

NaC1または血清無添加により，脂肪組織

心臓および腎臓のLPL活性は95％以上阻害され
たが，肝臓のLPL活性阻害度は25％程度であっ
た（Tab1e3，4，5）。この結果は，Kom21〕の

ている。

報告と基本的に類似するものであり，Gjoneら16〕

あるLPL1〕の組織LPL活性測定に与える影響を

およびFredricksonら24｝によって報告されたよう

心臓，ヒラメ筋および腓腹筋を用いて検討した。

に，肝臓にはLPLとは性質を異にする肝性トリ
グリセリドリパーゼ（H−TGL）が存在するこ

その結果，各組織とも血清の性状のちがい（絶食
24時間，72時問，および加熱処理血清）が，LPL

とによる影響と考えられる。また，肝臓の全組織

活性に及ぼす影響は認められなかった（Table6，

あたりのLPL活性は他の組織に比べ圧倒的に高

7）。このことは，血清を採取したときの栄養状

いが（Tab1eユ），これは肝臓が脂質代謝，特に

態や条件が違っていても基質を活性化する程度に

リポプロテインの合成に加えて分解に関しても非

は，ほとんど差がないことを示している。したが

次に基質の活性化に用いるラット血清の性状の
ちがい，ならびに血清中に微量存在する可能性の

常に重要な役割を演じていることを示唆する結果

って基質の活性化の程度を変化させる要因は，血

である。

清によるものではなく実験操作上の問題によるも

次に腎臓のLPL活性が肝臓のレベルよりも高
いことが示されたことは，最も注目される結果の

のと考えられる。

本研究ではfresh−tissue

homogenateを用いる

一つである（Tab1eユ）。腎臓に関して従来の報

方法により，LPL活性を測定した。脂肪組織の

告はほとんど見あたらないが，ごく最近Gasquet

LPL活性は0．25M

sucrose

bufferを用いたとき，

一159一
bじfferにheparinを添加することで活性があきら

もに，fresh−tissue

かに低下した（Table2）。このことは，heparin

活性測定におけるbufferへのheparin添加の有無

がLPL活性に対して阻害的効果を発揮したこと

の影響，LPLの活性化に用いる血清の影響，お
よび脂肪組織LPL活性測定におけるbufferとhe

を示している。Lindahrら20｝は，bufferのイオン

homogenateを用いるLP

L

強度の違いがheparinの効果を左右することを報
告している。またLithe11ら26〕は，イオン強度が

parin添加濃度の影響について検討した。

I＝0．08のときに最大の活性が得られることを報

自由食給餌する方式で飼育した後，8．5時問の絶
食負荷後（17：30時）に屠殺した。脂肪組織LPL

告している。イオン強度は0．25M

sucrose

buffer

においてはほぼI＝0であり，50mM NHrNH．C1
bufferではI＝O．05であると考えられる。この
イオン強度のちがいが，さまざまな濃度でheparin

を添加したときに，LPL活性が0．25M

bufferに比べて50mM

NHrNH4Cl

sucrose

bufferにお

いて明らかに高い傾向を示したことを説明する一

つの要因であると考えられる。このことは，脂肪

6週令のSD系ラットを約20日間19−09時の問

活性は0．25M

sucrose

buffer（pH8．1），他の組

織は50mM NH。一NH4C1buffer（pH8．1）を用
いheparin添加，無添加の条件でGasquetらの変
法により測定した。さらに脂肪組織LPL活性は
5段階のheparin濃度（0〜10iu／m1）で，上記
2種のbufferを用いて測定比較した。

ユ．体組織のLPL活性は心臓，ヒラメ筋が最

組織と他の組織のLPL活性を比較するばあい，

も高く，腎臓もかなり高い活性を示したが，睾丸

bufferの選択上に問題があることを示唆する結果

と脾臓の活性は低かった。

2．脂肪組織（副睾丸，腎周囲，および皮下）

である。

さらに，各組織のLPL活性がheparinに対し
て同様な反応を示すかどうかは不明であること，

のLPL活性には部位による差がなかった。

3．体組織のLPL活性に対するheparin添加

実際にLPLが血中のTG−FAの取り込みに機

と無添加の条件の比較では，脂肪組織では無添加

能している毛細血管内皮細胞表面にheparinは存
在していない28〕ということ，さらにLPLには細

で高く，肝臓では差がなく他の組織では添加の条
件で活性値が高かった。

胞内に存在している生理的な条件で血中のTG−

4．LPLの活性化に用いる血清のちがい（24

FAの取り込みに関与していない不活性なLPLb

または72時間絶食血清，および加熱処理血清）が

型と，毛細血管内皮細胞表面に存在して血中のTG

LPL活性に及ぼす影響はなカ、った。

5．脂肪組織のLPL活性は，0．25M

sucrose

の二種類が存在＆1227〕していて，heparinがどの

bufferを用いて測定した場合，heparin

濃度が増

ような機構でこの二種類のLPLに機能している
のかどうかが不明であることなどを考慮すると，

すにつれてやや低下したが，50mM NH3−N団C1
bufferにおいてはheparin添加濃度の影響はなか

heparinのbufferへg添加の意義を含めて，fresh

一った。さらに，50mM

−FAの取り込みに機能している活性なLPLa型

−tissue

homogenateを用いたLPL活性測定法

．について今後さらに検討していく必要性があると
考えられる。

NH3−NH4Cl

bufferの方

が0．25Msucrosebufferよりも各heparin濃度
で高いLPL活性値を与えた。

以上の結果から，①

腎臓に高いLPL活性値

が認められたことは，腎臓がエネルギー源として

要

約

毛細血管内壁に局在するリポプロテインリパー

ゼ（LPL）は，体組織による血中リポプロティ
ンーTGの取り込みに関与している。しかし，LPL

血中リポプロティンーTGを効率よく取り込んで
いる可能性を示唆している。②

血清の違いがL

PL活性に及ぼす影響はなかった。③

脂肪組織
のLPL活性測定は，他の組織との相互比較のう
えからも，50mM NH3−NH4Cl bufferを用いて

活性の体組織分布およびその分析法について十分
な知見は得られてい｛ない。そこで本研究では，絶

他の組織と同様に測定することが望ましいのでは

食ラットの体組織問のLPL活性を比較するとと

ないかと考えられる。しかし，bufferの選択や
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