
^Tj~~~ )C ~~i'-='~:f~* *i=j< '~'tLi ~y;J~~~': Health & Sport Science, Tsukuba Univ, 1 : 143-150, 1978 - 143 -

~~i~~~~'< ~)if)V:~ -;~~~~*rll~;~~~~~ ~ ;~ 7 

~F~ h ' y ~ 'J 7 ~j~C~~lf+Fl~) 

~) ~T~n~j, 

~"~'T*' ~'-" _ill iJ~; 

 

j~t ~ i ~-~' * ~~; f -~ [ l __ -~ 

Ra pid Changes in Fatty Acid Compositions of Liver, Liver Mitochondria 

and Serum Lipids After Oral Glucose Administration 

to Fasted Rats 

Masashige SUZUKI ancl Masanori YASIlIRO* 

Changes in fatty acicl conlpositions of several lipicls in liver, Iiver mitochonclria ancl 

serunl were -'tucliecl at 30 ancl 90 Illln ultervals aftel~ oral gluco'*e aclministration to 30 hrs 

fastecl rats. This was also examinecl in levels of serunl. tri-glycericle ancl free fatty acicl, 

bloocl glucose anC1 Iiver g]ycog'en. 

Significant percentage in...creases in l]almitic ancl oleic acicls a~.lcl clecreases in linoleic ancl 

arachiclonic acicls were occurred in fatty acicl col...npo'.itions of li¥Ter tri-glycericle ancl total 

phospllolipicl following gltl.cose adm.inistration. Palmitic ancl oleic acicls were also significantly 

increasecl in the fatty acicl conlpositions of nlitochonclrial phosphaticlyl-choline ancl ethanol-

anline, respect_ively. An increase in pahllitic acicl in the fatty acicl conlposition was com-

nlonly observecl in serunl tri-glycericle, free fatty acicl al_~Lcl total phospholipicl after glucose 

aclministratiorl. Although, by glucose aclnlinistration, serunl free fatty acicl level was signifi-

cantly decreasecl all_cl increased thereafter ancl bloocl glucose level was increasecl, serum 

tri-glycericle and liver glycogen levels were not chanbcrecl. 

These finclings inclicate that glucose adnlinistration to fastecl rats leads to activation of 

de novo fatty acicl syntllesis in the_ Iiver, ancl the ~newly syn_ thesizecl long-chain fatty acicls 

are rapiclly esterified into tri-glycericles and l]hospllolipids whicll are incorporat.ecl into organ-

e]la such as mitochonclria ancl also secretecl into b]oocl stream as lipoproteins. Furthermore, 

it is also sugrgestecl that glucose aclnlinisterecl is utilizecl in tlle liver more for lipicl synthesis 

rather than for bo'lycogen synthesis. 
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よびミトコソドリアレベルで検討した。その結

果，グルコース投与後30分において肝臓と血清の

トリグリセリドと総リソ脂質の脂肪酸組成の著変

を認め，また90分において肝ミトコソドリアのリ

ソ脂質脂肪酸組成の変動を観察した。

　実験方法

　1．実験動物

　生後4週令のJ　C　L⑮一S　D系雄ラット（日本

クレア株式会杜）31匹を5～6匹ずつケージに入

れ，固型飼料CA－1（日本クレア株式会杜）で自

由給餌飼育した。屠殺の前5目問は摂食状態を一

様にするために，2100－1200時の間だけ白由摂食

させた。飼育期間中水は自由に与えた。調整給餌

飼育後のラットの体重は305～338gであった。

　実験群は屠殺日の0700時に絶食を開始して1000

時に殺す対照群（Con仁rO1），屠殺前目の0400時に

絶食を開始し，翌目の！000時に殺す30時間絶食群

（Fasted），および30時問絶食群にグルコースを経

口投与し，投与30分後または90分後に殺すグルコ

ース投与　　30分群（Fasted－91ucose－30）また

はクルコース投与　　90分群（Fasted－91ucose－

90）の4群で，各群5～6匹とした。グルコース

投与群にたいして，1匹あたり300mg／m1のグル

コース溶液1・5m1を経口投与針付注射筒を用い

て経口投与した。

　2．脂質分析法

　ラットの頭部を打撲後断頭して体幹血液を採取

した。肝臓を速かに採り，その一部を用いて中沢

らの方法4）で肝ミトコソドリアを分離した。

　肝臓，肝ミトコ1／ドリアおよび血液より分離し

た血清からの総脂質の抽出・洗樵をFo1chらの方

法5）でおこない，シリカゲルTLC法で各脂質成

分を分離した。すなわち肝臓と血清のトリグセリ

ド（TG），脂肪酸（F　F　A）および総リソ脂質

（P　L）の分離は石油工一テル　　エチルエーテル

ー酢酸（90：10：1，V／V）。）で，また月干ミトコ

ソドリアのホスファチジルコリソ（PC）とホスフ

ァチジルエタノールアミソ（PE）はクロ1コホルム

　　メチルアルコール　　酢酸　　水（6525

8：4，V／Y）7）でそれぞれ展開分離した。各脂質

の同定を各標準品にたいしておこなった8）。各試

料についてT　L　C分離後，ヨウ素一エチルアル

コール溶液を噴霧して各脂質画分を検出Lたの

ち，シリカゲルを削りとり，Fo1chの混液で各脂

質を抽出した。

　各脂質成分の脂肪酸について，Metca1feらの

方法9）によりB　F呂一メチルアルコールでメチルエ

ステル化し，15％DEGS－ChromosorbW（AW
－DMCS）（80～100mesh）　　カラスカラム（3

mmφ，3m）付JGC－1100ガスクロマトグラフ

（日本電子株式会杜）を用いて分析した。各脂肪酸

の同定は標準品にたいする相対保持時間の測定に

よった。

　血清トリグリセリドの定量はVan－Hande1変

法1。）により，また血清遊離脂肪酸の定量は久城

法11）によっておこなった。

　3．肝臓グリコーゲソと血中グルコースの定量

　Loらの方法’2）で肝臓グリコーゲソを定量し，

Somogyi－Nelson法13）で血中グルコースを定量し

た。

　実験結果

　1．　グルコース投与により肝臓脂質の脂肪酸組

　　成の変動

　1）肝臓トリグリセリド

　Tab1e1に示すように，絶食群に比較して絶食

後のグルコース投与によりパルミチソ酸，パルミ

トオレイソ酸およびオレイソ酸が増加し，投与90

分後のパルミチソ酸とパルミトオレイソ酸の総脂

肪酸に占める割合は有意に高かった。またオレイ

ソ酸はグルコース投与30分および90分後のいずれ

においても有意に増加していた（P＜O．05）。これ

に反しリノーノレ酸はグルコース投与90分後に有意

に低下した（P＜0，05）．

　2）肝臓総リソ脂質

　Tab1e1に示すように，絶食後のグルコース投

与によりパルミチソ酸，ステアリソ酸およびオレ

イソ酸が投与前にくらべて増加する傾向を示し

た。パルミチソ酸は投与30分後（P＜0．01）およ

び90分後（P＜0．05）のいずれの時点でも，ステ

アリソ酸は30分後（P＜0．01），およびオレイソ酸

は90分後で（Pく0，01）それぞれ有意に増加して

いた。これにたいして，アラキドソ酸はグルコー
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Table 1. Changes in fatty acid compositions of liver triglycericle and total phospholipid 

after glucose administration to fasted rats. 

Fatty acid (7･) 
Grou p Li pid 

Palmitate Palmitoleate Stearate Oleate Linoleate Linolenate 
Arachido-

nate 

T G (4) 27.9~2.2 3.5~0.3 1.6~0.1 19.3~i~0.8 29.4+1.0 2.4+0.2 
Fasted 

P L (4) 21 . 6~2 .2 22.7+1.3 8.0+0.5 18.3+1.1 0.8+0.1 16 . O -H I . 1 

T G (5) 30.7+1.8 3.0+0,4 1,3+0.2 22.8+0.8b 29 . 4+ O . 6 4.4+0.9 
Fasted-Gluc-30 min 

P L (5) 31.5+0.8a 30 . 8:!: O . 8a 9.3:t0.2 14.8+0.5b 0.9+0.1 11.3+0.5b 

T G (6) 39.2+1.7a 8,0+0.6a 1.0+0.2b 23.7:~:1.2b 25.1+1.2b 1.5+0.1 
Fasted-Gluc-90 nlin 

P L (5) 30.7+1,6b 24 , I + O . 8 12.9l~0.7a 19.4+0.4 11,2+0,9b 

Values are mean~SE for number of rats in parenthesis. 
~,b Value significantly different fronl Fastecl group as deternlined by tlle student T-test (a; 

b; P<0.05). 
TG : Tri-glycericle PL : Total phospholipicl. 

P<0,01 
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Table 2. Changes in fatty acicl compositions of liver nlitochondrial phosphaticlylcholine ancl 

phosphatidylethanolamicle after glucose administration to fasted rats. 

Fatty acicl (7･) 
Grou p Li pid 

Palmitate Palmitoleate Stearate Oleate Linol eate Linolenate Arachido-
nate 

P c (5) 13.6+1 .9 1,0r+0,2 13.6+1 .2 5,8:~:0.4 12.2~1 .3 
1
.
 
3+0.2 14.8+1.7 

Fastecl 
P E (5) 16.0+0.5 1.3+0,2 19.2+1. 1

 
5.7:~:1. 1

 
14.2+1.4 2.0+0.4 20 . 1+1.0 

P C (4) 20.8+2.3 18.7+3. 3
 

6.7:~0.9 12.6+1 .5 2.5:!~0.5 13.3+1.4 
Fasted-Gluc-30 nlin 

P E (5) 16.4+0.4 1,0+0.6 21.7+1.7 7.5+0. 2
 

15.9+1.9 2.5+0.7 18.8+1. 3
 

P c (6) 21.8+1.4b 13,6+1 .6 7. 3+0,7 12.8+1,0 1.6+0. 1
 

9.6+1.4 
Fasted-Gluc-90 min 

P E (6) 17.4+0.4 21.7+0.7 10 . 4l~O . 4a 17.8+0.5 0.8+0. lb 17.2:~0.7 

Values are mean~SE for number of rats in parenthesis. 
a,IJ Value significantly clifferent from Fastecl group as cletermined by the stuclent T-test (a; 

b; P<0.05). 
PO : Phosphaticlylcholine PE : Phosphatidylethanola_ mine, 

P<0.01 
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　絶食後のグルコース投与によりステアリソ酸，

オイレソ酸およびリノール酸が増加する傾向にあ

り，とくにオレイソ酸の増加は投与90分後で有意

であった（P＜0．01）（Tab1e2）。これにたいして

アラキドソ酸はグルコース投与後に減少する傾向

を示Lた。

　3．　グルコース投与による血清脂質の脂肪酸組

　　成の変動

　1）血清トリグリセリド

　絶食後のグルコース投与により，パルミチソ酸

とリノレイソ酸が30分および90分後にそれぞれ有

意に増加した。（P＜O．05）（Tab1e3）。これにた

いして，オレイソ酸とリノール酸はグルコース投

与後に低下する傾向にあった。

　2）血清遊離脂肪酸

　Tab1e3に示すように絶食後のグルコース投与

により，バルミチソ酸とリノレイソ酸が投与30分

および90分後にそれぞれ有意に増加した（P＜

0．05）。これにたいしてステアリソ酸は投与90分

後に有意に低下した（P＜0．01）。

　3）血清総リソ脂質

　Tab1e3に示すように，絶食後のグルコース投

与により，パルミチソ酸とステアリソ酸が増加

し，パルミチソ酸では投与90分後に一（P＜O．01），

またステアリソ酸では投与30分後で（P＜O．05）そ

れぞれ有意であった。これに反Lてリノール酸は

グルコース投与により減少する傾向にあり，投与

90分後でその減少な有意であった。

　4．絶食後のグルコース投与の血清のトリグリ

　　セリドおよび遊離脂肪酸レベルにおよぼす影

　　響

　Fig．1に示すように，30時間の絶食により血清

トリグリセリドレベルは有意に減少したのにたい

して（P＜O，01），血清遊離脂肪酸レベルは有意に

上昇した（P＜0．05）。絶食後のグルコース投与に

より，血清トリグリセリドレベルは投与分30後に

やや増加する傾向を示したが，投与90分後のレ

ベルは投与前のレベルとほぼ変らなかった。遊離

脂肪酸レベルはグノレコース投与により，投与30分

後に有意の減少を示し（P＜O．05），絶食前と同様

Tab1e3．Changes　in　fatty　acid　compositions　of　serum　free　fatty　acid，trig1yceri〔1e

　　　　and　tota1phospho1ipid　after　g1ucose　administration　to　fasted　rats．

Group

Fasted

Fasted－G1uc－30min

Fasted－G1uc－90nユin

Lipid

TG　（5）

FFA（5）’

P　L　（5）

TG　（4）

F　FA（5）

P　L　（5）

TG　（4）

F　FA（4）

P　L　（4）

Fatty　acid（％）

・・1m・…1

28．8＋／．4

32．6一ト！．2

29．4＋O．8

34．7＋1．6b

36．6一ト0．6b

33．2→一1．8

41．2一←2．6b

46．8＋3．0乱

44．9＋2．9乱

Stea工ate

7．2＋0，7

11．6一←0，6

18．O＋1．5

8．7＋0，7

15．〇一一1，3

25．0→一1．0b

5．8＋1．4

7．4＋O．5皿

21．3」ト2．2

O1eate

15．2→一0．8

8．3＋O．8

8．5＋0．7

12．7＝ヒ1．0

7，2±0．8

8．1＋0．8

11．5一一2．8

6．2＋1，6

7．6＋1．1

・！・・1・…1

22．2＋0，8

12．9≒ト0，9

13．0一←O．6

17．4＋1，8

12，9一一1，7

12．0一←1．2

17．0＋2，3

14．4→ト1．9

7．4→←0．8a

Linc1enate

3．5＋1．2

3．3＋O．4

2．8＋0．3

13．7一ト2．2乱

8I0→一0．8b

4．2＋■0．8

13．4＋3．3乱

10．6→一1．7乱

4．6＋1．5

Va1ues　are　I皿ean±SE　for　number　of　rats　in　parenthesis．

a，b　Va1ue　signi丘cant1y　di丘erent　fro皿Fasted　group　as　determined1⊃y　the　student　T－test（a；P＜0．01

　b；P＜0．05）．

TG：Trig1yceride　FFA：Free　fatty　acid　PL1Tota1phospho1ipid、
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Fig．1．Changes　in　serum　trig1yceride　and

　free　fatty　acid　and　b1ood　g1ucose1eve1s

　　after　g1ucose　ad1皿inistration　to　fasted

　　ratS．

　a，a’：Pre－fasting　vs　fasted，b：Fasted　vs

　　0．5hr　after　g1ucose，c：Fasted　vs　1．5hr

　　after　g1ucose，a，c：P＜O，01，a’，b：P＜0．05
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Fig．2　Changes　in1i▽er　g1ycogen　and　b1ood

　　g1ucose1eve1s　after　g1ucose　administra－

　　tion　to　fasted　rats．

　　a，a’：Pre－fasting　vs　fasted，b：Fasted　vs

　　0．5hr　after　g1ucose，　c：　Fasted▽s　1．5hr

　　after　g1ucose，a，c：P＜0．01，a’，b：P＜0．05

のレベルに低下した。Lかし，投与90分後には再

び著しく上昇した。

　5．絶食後のグルコース投与の肝臓グリコーゲ

　　ソおよび血中グルコ∴スレベルにおよぼす影

　響

　Fig．2に示すよ’うに，30時問絶食により肝臓グ

リコーゲ1■は体重100gあたりおよび月ギ臓1gあ

たりのグリコーゲソ量のいずれにおいても，絶食

前のそれらにくらべて有意に減少した。（P＜

0．01）。血中グルコースレベルも絶食により有意

に減少した（P＜O．05）。絶食後のグルコース投与

により血中グルコースレベルは投与30分後（P＜

0．05）に非絶食時のレベルに回復し，投与90分後

（P＜0．01）にはさらに高い有意の増加を示した。

しかし，肝臓グリコーゲソレベルは絶食後のグル

コース投与30分および90分後のいずれの時点にお

いても増加の様子を示さなかった。

　考　察

　本研究において，30時問絶食後のグルコース投

与により肝臓のトリグリセリドおよび総リソ脂質

の脂肪酸組成に速かな著しい変動が認められた

（Tab1e1）。このことは，グルコース投与により

肝臓でのde　nOVOの急激た脂肪酸合成ならびに

脂質代謝全般の変動が生じたことを示している。

すなわち肝臓にとり込まれたグルコースはアセチ

ルCoAを経て主としてパルミチソ酸に合成され

たのち，ステリソ酸への長鎖化，さらにオレイソ

酸へ不飽和化されユ4），これらの脂肪酸はエステル

化されてトリグリセリド合成に利用され，また一

部はリソ脂質にとり込まれたと考えられる15）。ま

た，グルコース投与は肝臓でのα一グリセロリソ

酸合成を促進し，肝臓でのトリグリセリドとリソ

脂質の合成を促進したと考えられるユ5）。

　肝臓トリグリセリドでは，グルコース投与90分
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後にパルミチソ酸，パルミトオレイソ酸およびオ

レイソ酸が著増したのにたいして，肝臓総リソ脂

質Fおいては投与30分後にパルミチソ酸およびス

テアリソ酸が，また90分後にはオレイソ酸も著増

した（Tab1e1）。ラット肝臓脂質は60～70弗がリ

ソ脂質で構成され約30％がトリグリセリドで占め

られている16）。このことからみて上記の事実は，

肝臓においては合成された脂肪酸がトリグリセリ

ドよりもリソ脂質により素速く多量にとり．こまれ

る可能性を示唆するものと思われる。

　ラット肝臓のホスフアチジルコリソおよびホス

ファチジルエタノールアミソのα位には，飽和脂

肪酸のパルミチソ酸とステアリソ酸が主として結

合しているため，これら脂肪酸の肝臓リソ脂質脂

肪酸に占める割合が高いヒとが認められてい

るユ7）。また，ホスファチジルコリソとホスファチ

ジルエタノールアミソ合成酵素系は肝ミクロゾー

ムに局在し肝ミトコソドリアにはないが1昌），ラッ

トに投与したHヨ32P　O。は短時間で肝ミトコソド

リアのリソ脂質にとりこまれる19）。これはミクロ

ゾームとミトコソドリア問におけるリソ脂質交換

反応によることが証明されている2。〕21）22）。

　本研究において，肝ミトコソドリアのホスファ

チジルコリソではグルコース投与30分および90分

後にバルミチソ酸が増加し，投与30分後にステア

リソ酸の増加を認めた（Tab1e2）。一方，肝臓総

リソ脂質画分においては，グルコース投与30分お

よび分90後にパルミチソ酸が，またステアリソ酸

が30分後に増加したのにたいして，肝ミトコソド

リアのホスファチジルエタノールアミソおよび肝

臓総リソ脂質において投与90分後にオレイソ酸が

増加した（Tab1e1，2）。肝臓総リソ脂質のなかで

ミトコソドリアやミクロゾームの膜リソ脂質の占

めの割合は95％以上ときわめて高く2豊），またミト

コソドリアソやミク1コゾームにおいてはホスファ

チジルコリソとホスファチジルエタノールアミソ

が主要なリソ脂質であるユ9）。したがって，肝臓総

リソ脂におけるパルミチソ酸，ステアリソ酸およ

びオレイソ酸の増加は，．主とLてホスファチジル

コリソとホスファチジルエタノールアミソ構成脂

肪酸中のこれら脂肪酸の増加を反映しているもの

と推察される。

　一方，肝臓総リソ肪質と肝ミトコソドリアの2

種のリソ脂質のリノール酸とアラキドソ酸のグル

コース投与による変動は必ずしも一致していなか

った（Tab1e1，2）。ミトコソドリァを構成するリ

ソ脂質としては上記2種の主要なリソ脂質に加え

て，カルジオリピソやホスファチジルイノシトー

ル等があり，リノール酸やアラキドソ酸がそれら

の脂肪酸織組中にかなりの割合を占めている19）。

このことが肝臓総リソ脂質と肝ミトコソドリアの

2種のリソ脂質との問に，グルコース投与後の脂

肪酸組成変動の不一致をもたらした要因の一つと

考えられる。

　本研究結果において，30時問絶食後のグルコー

ス投与により血清各脂質画分の脂肪酸組成に著L

い変動が認められた（Tab1e3）。これを経時的に

みると，血清トリグリセリドではグルコース投与

30分および90分後にパルミチソ酸とリノレイソ酸

が増加しているが，これは肝臓トリグリセリドに

みられた変動とはやや異なる。Mercuriらは24），

グルコース投与がラット肝ミクロゾームにおける

リノール酸のリノレイソ酸への不飽和化を促進す

ると報告しており，このことがグルコース投与後

の血清トリグリセリドのリノレイソ酸増加をみた

本実験成績と関係しているかも知れない。

　血清総リソ脂質にみられたグルコース投与90分

後のパルミチソ酸と投与30分後のステアリソ酸の

増加は，肝臓総リソ脂質にみられる挙動と一致し

ている（Tab1e1，3）。肝臓は血漿リポプロテイソ

合成の場であることを考慮すれぼ25），上記の現象

はグルコース投与後に肝臓で合成されたリポプロ

テイソが血中に放出されたことを反映していると

考えられる。

　TepPermanらは26），ラットに48時間の絶食負、

荷後に高糖質を再摂食させたとき，肝臓でのグル

コースからの著しい脂質合成の増大を認め，また

Nikki1aらは27），18時問絶食後のグルコース投与

が血漿トリグリセリドレベルを高めることをラッ

トで観察している。Audet＆Lupienは28），血漿

トリグリセリドが肝臓トリグリセリドに由来する

と報告し，Wo1fe＆Belbeck29）は，月干臓から分

泌されるほとんどの血漿TGFA（トリグリセリ

ド脂肪酸）はyery1ow　density1ipoproteinとし



て輸送され，グルコース摂取状態において肝臓か

らの血漿トリグリセリド分泌が著しく活発化Lて

いることを認めている。本研究において，血清ト

リグリセリドレベルは30時間の絶食では著しく減

少したが，その後のグルコース投与による上昇は

わずかでしかなかった（Fig．1）。この現象は，グ

ルコース投与後の血清トリグリセリド脂肪酸組成

の急速な変動からみて，脂肪組織などのリポプロ

テイソリパーゼ活性の増大による可能性があ
る3。）。

　Roth1inらは纈1），イヌやヒトにおいて血漿遊離

脂肪酸が低下するぼあい，パルミチソ酸の割合が

増加しオレイソ酸が減少すると報告している。同

様の現象は岡野らがヒ・トにおいて4日問絶食後に

糖質食を再摂食させたときにみられた血清遊離脂

肪酸レベルとその脂肪酸組成の変動において観察

された32）。本研究結果においても血清遊離脂肪酸

の組成とレベルの変動に同様の傾向がえられた

（Fig．1，Tab1e3）。このことはグルコース投与に

より主として肝臓でのグルコースからのパルミチ

ソ酸合成が活発化した結果，月干臓からのパルミチ

ソ酸放出が増大したと考えられる。また，グルコ

ース投与後の血清遊離脂肪酸レベルの著しい低下

は，グルコース投与による血中グルコースの増加

が（Fig．1）イソスリソ産生を増大させ，肝臓と

脂肪組織での脂肪分解の抑制と脂肪酸合成の促進

をもたらし，さらに両組織での遊離脂肪酸のエス

テル化を促進することなどによるといえる33）。血

清遊離脂肪酸レベルがグルコース投与90分後に再

び投与前のレベルに上昇したが（Fig．1），その機

構については不明であるが興味深い現象である。

　肝臓グリコーゲソレベルが，48時間絶食ラット

ヘの高糖質食投与30分後に増加することをTep－

permanらが報告している84）。しかし，本研究に

おいては30時間絶食後のグルコース投与により，

血中グルコースは上昇したが肝臓グリコーゲ1／レ

ベルは投与90分後までほとんど増加しなかった

（Fig．2）。その理由としては，グリコーゲソの合

成と分解の速度が平衝関係にあってグリコーゲソ

のturn　O▽er　rateが高まっているためか，もし

くは投与されたグルコースが肝臓においては主と

Lて脂質合成に利用され，グリコーゲソ合成への
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利用が非常に少なかったカ㍉などが考えられる。

　要　約

　雄ラットに30時問絶食負荷後にグルコースを経

口投与し，30分および90分後の肝臓のトリグリセ

リドと総リソ脂質，肝ミトコソドリアのホスファ

チジルコリソとホスファチジルエタノールアミ

ソ，および血清のトリグリセリドと遊離脂肪酸の

脂肪酸組成，血清のトリグリセリドと遊離脂肪酸

レベル，血中グルコースレベルおよび肝臓グリコ

ーゲソレベルについて検討した。

　1．肝臓のトリグリセリドと総リソ脂質の脂肪

酸組成においてグルコース投与後にパルミチソ酸

とオレイソ酸の増加とリノール酸とアラキドソ酸

の減少が認められた。

　2．肝ミトゴソドリアのリソ脂質において，グ

ルコース投与後にホスファチジルコリソのパルミ

チソ酸とホスファチジルエタノールアミソのオレ

イソ酸に有意の増加がみられた。

　3．血清のトリグリセリド，遊離脂肪酸，およ

び総リソ脂質の脂肪酸組成においてグルコース投

与後に共通してパルミ†ソ酸が増加した。

　4．　グルコース投与後に血清遊離脂肪酸レベル

ぼ有意に減少Lたあと，再上昇L，血中グルコー

スは増加したが，血清トリグリセリドレベルは変

動しなかった。肝臓グリコーゲソレベルもグルコ

ース投与90分後までに増加を示さなかった。

　5．本研究結果は，絶食後のグルコース投与に

より肝臓でのグルコースからの脂肪酸のde　noyo

合成が著しく活発化L，合成されたパルミチソ酸

を主とする長鎖脂肪酸が速かにトリグリセリドや

リソ脂質にエステル化され，それらの脂質がミト

コソドリアたどの膜脂質にとりこまれると共に．

リポプロテイソとして肝臓から血中に放出される

ことを示している。また，投与されたグルコース

は肝臓においてグリコーゲソ合成にたいLてより

も，脂質合成により主体的に利用されることが示

唆された。
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