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　著蕎は第1輩において結節1生llF状腺腫におけるヨウ　　をpaperchroniatographyによつて測定し，組織片

素の有機化の問題について検討し，滋純性結節性甲状　　　による脱ヨウ素漏性を検討した。たscし甜肛標識丁｝3

腺遺におけるcaウ紫の摂取並びに有機1ヒ｝’1　iロイド腺　　並びに】8瓶標識丁轟においてはMMT並びに班丁の

腫においてや工低下し，　｛L’1；状腺腫並びに索状1腺腫にお　　　場合と撚なり自然崩壊による脱ヨウ素反応が誌めら

いては蕎しく低下し，又甲状銀癌に．おけるヨウ素の摂　　　れ，この脱闘ウ紫反応は太陽光線によって促進され

取並びに有機化は乳頭状腺癌ノ）約半数において著しく　　　ると歎われているので①，Tn並びにT4の実験にお

低下し他の約半数においてDITが濾められ・1例　　いてば使胴器具を完全に遮光して実験した。尚自然崩

においてet　Tu，が認められ，1瀞泡状腺鵬は金例におい　　壊にょる脱ヨウ索反応を検討するためtt次のごとぎ

でDITが認めら｝τたが，栄分化W．　i）聯屯1齢こおいて　　　蟄礎漿検を行なつた。すなわちLS　LE僚識「r　tlまた鵡

はヨウ素か鰻取並びに有畿1ヒは嚢く誌められないこと　　　mBLI漂識T、，Lのそれぞれ1≠4cをMercaZQIe　10・8M，

を明らかにした。　　　　　　　　，　　　　　　　　KSGN　10－Mずっ奮む2　coの遮光したKrebs・一

本融こおいては，こ’・騨1椴齢1岬状・髄踏　 Ringer－Ph。・ph・t・液梗組織糖加えることなく
に甲状際島Z）緒節鼠戯につ・・てホ’レモン坐合成Z）一一・過　　　33。Cで｝趣鎧してpap鉗chromatographyを行なつた。

程ぐあるler　etウ素反応の問題を検1寸した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］［研究成績

　　　　　1研究方法　　　　　　　　AMI　’rに嚇磯。螺嚇
　　　　A　研先材科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　正常甲状腺組織

　研矧オ料はIHtl或い濠抗甲状限剤等を没与しない　　　正常甲状1泉組織のM［Tに対する脱Hウ素活性は図

単純1生渚節性甲状腺唾及び騨状腺癌懲肯から手術に．よ　　　エのごとく振謹10分後においてすでに無機IBLI鐙が

つて切除した結節組織で，1司時に結節の反対側腺葉よ　　8・1％～20・5％，平dy　t5・　10／oに認められ，30分後にお

り切除した正常甲状腺組織を対照として用いた。　　　　いては28，4％～46．4％，平均37．6％，60分後において

　　　　B　研究方法　　　　　　　　　　　　　　　は46，6％～62。3％，平均54．9％，120分後においては

　手術によつてり」除したiE常甲状腺組織及び結節組織　　68．1％・vg2．0％，平均8L．9％，180分後においては86，7

からwet　weight約200nVの薄い切片を作製し，これ　　　％～100．0％，平均95・0％で時間の経過とともに振巖

らの組織片を13tl標識M工丁，18ユ工標識DIT，13tl　　液中の無機t8s工は次第に増鍛する。

標識Tn或いはtS1工標識T，Lのいず，t’t，かを1μσ，無機　　　　　2単純性結節性甲状腺腫

ヨウ素の有機化阻IL剤としてMercazole　IO一8M及　　　　　a　nロイド腺腫

び無機蟹ウ素の放出剤としてKSCN　10－2Mを含む　　　　コロイド腺腫のMITに対する脱ヨウ素活性は園2

Krebs－Ringer－Phospbate液2cc中で38°Cに保温　　のごとくで正常甲状腺組織における脱ヨウ素活性とほ

しながら・ゆるやかに振愚し，振磁開始後10分，30　　とんど差異を認めない。すなわち楓塁10分後における

分・60分，120分及びk80分ごとに振盈溶液20μμをメ　　無機181工燈は6・3％酎25，1％，平均15．6％，30分後

スピペツトで採取して溶液中に放Hlされる無機13tl　　においては23・　1％．v43　，9e／o，平均34・1％，60分後にお
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いては37．8％～63．7％，平均50，7％、120分後におい　　　7のごとくMITに対する脱suウi素活性（Pm　：）に比

ては65．・％～88．7％，平均79，5％・80分後において　較してや嘱下している・肋励耀聯》1愛におけ

は71．6％～100。0％，平均88．2％である。　　　　　　　　る無機18ZI盤は11・3％～23・（）％一竃野均L7・鯉多1：3「）分

　　b　管状腺腫　　　　　　　　　　　　　　　後においては28・1％卍40・6％，平メ酬5・6％160分後に

　管状腺腫のM工丁に対する脱ヨウ素活性は図3のこ　　　おいては32・1％～51・4％，平均IL4・1％・1鮒分後に1｝ぜ

とくで正常甲状腺組織並び1…　ptイド｝腺腫における脱　いては39・1％－59，1％，鞠5L6％・　IS（｝分擾に獅

ヨウ素活性とほとんど差異を認めない。すなわち振盤　　　ては6↓・3％～76・5％・平」句t｝9・9％℃あるe

10分後における無機Latl量は6、2％～24．8％，平均　　　　　2　単純性結節｛li三甲状腺懸

13，8％，30分後においては19．0％～45．3％，平均31，3　　　　　a　utμイド腺腫

％，60分後ieおいては46．3・・，6・－69、9％，平均57，3％，　　・・イ腺腫のDエ丁剛する脱・・ン灘礁は1畑

120分後においては60。3％酎79．7％，平均71．6％とな　　のごとく正常甲状腺組織のDITに対すゐ脱脚｝’羅燐

り，18〔｝分後においては75．6％～90．8％，平均8L2％　　　性とほとんど艶興を総めない。すなわ褥掘1榔（，分篠描

である。　　　　　　　　　　　おける無機1“t職師・3％～21・螂，鞠戯晦，
　　　3　甲状腺癌　　　　　　　　　　　　　　　　　30分後においては17・8％N35・1％・・ゴ1A均2昏・・1％・ff（1骨

　　”a　乳頭状腺癌　　　　　　　　　　　　　　　後においては28・2％一．43・7％，認均311・3瓢蟷1粉畿

　乳頭状腺癌のMITに対する脱ヨウ索活性は図4の　　　においては39・4％～59・9％・平」句47・8％・1齢分徽に・

ごとく正常甲状腺組織或いは単純1生結節性甲状腺腫に　　　おいては56・7％－74・9％，平均67・O％であ為。

比較して脱ヨウ素活憔は低下している。すなわち振愚　　　　　b　筍状腺腫

10分後における1職…U録1は1L9％～2・oy・5，・隔　　脅轍1顯のDエTセ謝褐脱・！噺瀦測鯉のこ

15，1％，30分後においてに20．1％酎30．4％，平均24．6　　とく”C“　it三’llを甲状腺維織並び｛r・　＝　vaイド腺腫に灘；ンる脱

％，60分ffi　’iこおいては27．β％～43，8％，平均35．7％，　　　滋ウ索活機とほとんど藻異徹羅講》瓶い。すなわ』ら掘鍬

120分後に，おいては5Q．O％～56，ユ％，平均593％，18｛〕　　XO分後における無機1a　LI融に4．9％－37，43ム　耀均

分後においてIt62．　9％o　－v78，　O“／e　，平均739％である。　15・5％30分後におい服13・8％－38・螂・鞠盤綿

　　b　濾胞状腺癌　　　　　　　　　　　　　　　　　％・60分饅においては27・O％～43・4％・珂菰均35・4鰯・

　濾抱状腺癌のM工Tに織する脱ヨウ素1舌i生は図5の　　　120分後においては4L2％層583％1平均5正・（耀6・：L80

ごとくで乳頭’次腺癌7）場合よりもさらに低下してい　　　分後においては50・oo／o・“7tl．9％p・TZ均63．5％㌘あるm

る。すなわち暇盤10分俵における無機latl｛楚は14．9　　　　　3　甲状腺癌

％，30分後においては19．3％，60分後に，おいでは29．5　　　　a　乳頭状腺癌

％，121分後においてV：　・YJ　8％．18」分後においては　　　　乳頭’1犬隷癌のDITに対する脱蔚ウ嚢論｛k紘閣1⑪の

ヒ561％である。　　　　’　　　　　　　　　　　　　　ごとくで振tca　1　t，｝分後におけるf！　ttw正3騒鰍は4．鯉5～

　　c　単純癌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．8％，平均ZOe／o，3⑪分後において紘33％噸lg．g戴

　単純癌のMITに対する脱ヨウ素活性は國6のごと　　平均14・O％t　60分後に郭いては匙6・4％副253鰯・平均

くで，乳頭択腺癌及び濾抱伏腺1敵）場含よりもさらに，　　2i｝，3V／o，120分後においては258％－32．9％一弔均£7．6

低下している。すなわち振waLO分優における無機1811　　％，180分後においてに30．　O％一“43．6％　平均36，岱弱

貴は12，5％，30分後においては17・5％，60分後におい　　　である。

ては20・0％，120分後においては29・5％180分後にお　　　　　b　濾胞状腺癌

いては35・1％である。　　　　　　　　　　　　　　　　　濾胞状腺癌のDITに対する脱ヨウ繁活轍は畷11の

　M工丁の脱ヨウ素反応に関する実験においては用　　ごとくで振鍛10分後における無機tStl　tWe　itM　，　096，

いた組織片の組織像のいかんにかxわらずpaper－　　30分後においては14．2％，60分後においでti23．0％，

chromatogram上には添力llしたM正丁とこれから脱ヨ　　120分後においては42・0％，180分後においては3◎・⑪鰯

ウ素されて生じた無機1Btr及びoriginとfrontに　　　である。

わずかな同定不能の1SII化合物を認めたのみである　　　C単純癌

（図1・v6）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　単純癌のDITに対する脱ヨウ爽活性は㈱1助ごと

　　　　B　DITに対する脱ヨウ素反応　　　　　　　くで振盤10分後に腕ける簸機t81；難ば3．6錫，30

　　　1　正常甲状腺組織　　　　　　　　　　　　　　　分後においては11，5％，60分後｝こおいては13．1％，

　正常甲状腺組織のDITに対する脱ヨウ素活性は図　　　工20分後においては13，8％，　Z80分憐におい・（は16．5弱
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図1正常甲状腺組織の1311標識MIT　　　　　　　　図3　管状腺腫の131工標識MITに対する脱ヨウ
　　　に対する脱ヨウ素反応時における　　　　　　　　　　素反応時におけるpaperchromatogram
　　　paperchromatogramと無機131工量　　　　　　　　　と無機1311量
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図2コロイド腺腫の1311標識M工T　　　　　　図4乳頭状腺癌の1311標識MITに
　　　に対する脱ヨウ素反応時における　　　　　　　　　対する脱ヨウ素反応時における
　　　paperchromatogramと無機1311量　　　　　　　　　　　paperchromatogra興と無機1311量
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である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の生成は全く認められなかつた（図7～図12’。

　DITの脱ヨウ素反応に関する実験においては用　　　　　　C　T膚こ対する脱ヨウ素反応

いた組織片の組織像のいかんにかxわらずpaper－　　　　　1　基礎実験

chromatogram上には添加したDITとこれから脱　　　　1311標識T．aの自然崩壊によつて生じた無機1311

ヨウ素されて生じた無機1311及びoriginとfrontに　　　量は図ユ3のごとく振藍10分後において4．3％で，以後

わずかな同定不能の13tl化合物を認めるのみでMIT　　　時間の経過とともにわずかずつ増量し・180分後にお
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図5濾胞状腺癌の1311標識MITに　　　　　　　図7正常甲状腺組織の13エ1標識DIT
　　　対する脱ヨウ素反応時における　　　　　　　　　に対する脱ヨウ素反応時における

　　　paperchromatogramと無機1311量　　　　　　　　　　paperchromatogramと無機1311量
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図6　単純癌の131工標識MITに対する脱ヨウ　　　　図8　コロイド腺種の131標識DIT
　　　素反応時におけるpaperchromatogram　　　　　　　に対する脱ヨウ素反応時における
　　　と無機1311量　　　　　　　　　　　　　　　　　　paperchromatogramと無機13il量
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いては6・5％となつた。　　　　　　　　　　　　　　　均15．9％，180分後においては11．3％～22、1％，平均

　　　2　正常甲状腺組織　　　　　　　　　　　　　　　18・8％である。

　正常甲状腺組織のT3に対する脱ヨウ素活性は図14　　　　　3　単純性結節性甲状腺腫

のごとく振盤10分後における無機13tl量は4．　3％～　　　　　a　コロイド腺腫

9．8％，平均8・3％，30分後においては4．　5°／o　－t10・6　　　コロイド腺腫のTa，に対する脱ヨウ素活性は図15の

％，平均9．6％，60分陵においては8・4％～13・0％，　　　ごとくで振盈10分後における無機1911量は4．3％～

平均11．6％，120分後においては10・0％～18・1％，平　7・2％，平均5・8％，30分後におてい｝t4．5°／o～8・30／ot
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図9管状腺腫の1311標識DITに対する脱ヨウ　　　　　図11濾胞状腺癌の1311標識DITに
　　　素反応時におけるpaperchromatogran1　　　　　　　対する脱ヨウ素反応時における

　　　と無機1311量　　　　　　　　　　　　　　　　　paperchromatogramと無機1311量

　　　韮醗　　　舗分　　　6臼分　　　12紛　　　纈分　　　　　　　　　箋紛　　　3紛　　　鰯｝　　線紛　　　18ゆ分
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図10乳頭状腺癌の1311標識DITに　　　　　　図12単純癌の1311標識DITに対する脱ヨウ
　　　対する脱ヨウ素反応時における　　　　　　　　　素反応時におけるpaperchromatogram
　　　paperchromatogramと無機1311量　　　　　　　　　と無機1311量
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平均7．2％，60分後においては5．3％～10．8％，平均　　　％，平均8・5％，30分後においては5．8％～13．5％，

9・2％，120分後においては8・ユ％～14．4％，平均ユ2．1　　平均9．8％，60分後においてeUt　7・9°／o～15．09／o，平均

％，］80分後においては11．1％～16・3％，平均14・3％　　　12。0％，120分後においては13．0％～22．4％，平均16．7

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％，180分後においては16・5％～24．9°／o，平均20．8％

　　b　管状腺踵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

　管状腺腫のT3に対する脱ヨウ素活性は図16のごと　　　　　4　甲状腺癌

くで振愚10分後における無機1311量は6．1％～11・5　　　　　a　乳頭状腺癌
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　乳頭状腺癌のT．sに対する脱ヨウ素活性は図17のこ　　　図i5　コロでド腺腫の1311標識T3に

とくで振盟10分後における無機t311量は9．9％～13．3　　　　　　対する脱ヨウ素反応時における

％，・F均・2，6・／or　3・分後においては、2．0～・8．、％，平　　　pape「ch「Qmat°9「amと4膿1311量

均15・30／o，60分後においてはユ2．1％～19．9％，平均　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　．

15・6％，120分後においては17・8％～23．5％，平均20．4　　　コ臼イド藤膿

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vt．　，。rk　，e；；，　1。・t，　）aF－r±・“

　　b　単純痩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10分　　　8紛　　　60分　　　1細L　　贈分

　単純癌のTBに対する脱ヨウ素活性は図18のごとく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

゜／°’18°腋においては22凸4％～26’8％・納24’6％

@瓜八洲八鰯＼麟蕊

振漫10分後における無機13」1量は7．1％，30分後に　　　　　100

おいては7．7％，60分後においては8・7％，120分後に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
おいては⊥0・5％，180分後においては18．5％である。　　　　　1＋T3

　T，t脱ヨウ素反応に関する実験においては用いた組
織片の組織像のいかんにかxわらず，時間の経過とと　　　　　50

もにわずかずつ増量する無機ヨウ素よりRf．のわずか

に高い同定不能の放射性物質が認められた（図19）。

図131311標識T3並びに1311標識T4の白然
　　　崩壊を示すPaPerchromato9「am

　　　　　　　　　　」」一　＋皇丁
↓童丁　4」了　一一「　　°

10分　　30分　　60分　　120分　180分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図16　管状腺腫の1311漂識T3に対する脱ヨウ
1＄糠識L蒸　　1　・　i　・　　　素反応時にお1ナるP・perch・・m・t・gram

ム漏い＿∴～。、み艶＿　　　と轍1311量
　　t　才1　　　匡q　、t　T・　　　聖o　FT欄　　　　ヒo　　z　，　　　‘o　　；　T　　　，¢

　　　緯労　　　　30分　　　　eo分　　　　鵬分　　　　1欝分

町攣重熱1癌臨．i癌　幾瓢臨～腕臨．
　　　峯6分　　　鋤公　　　6昼分　「　i2紛　　　　1齢　　　　　　　　　　給分　　　　3fies　　　6弱｝　　　1鰯｝　　　髄分

図14正常甲状腺組織の1311標識T3
　　　に対する脱ヨウ素反応時における　　　　　　　　l
　　　paperchromatogramと無｛幾1311±員〔　　　　　　　　　　　1十T3
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　　　　　　　　　　　　　　D　T4に対する脱ヨウ素反応

　　　　　　　　　　　　1基礎実験

　　　　　　　　　　コ311標識T謡こおける自然崩壊による脱ヨウ素活性

　　　　　　　　　を追求すると図13に示すごとく振醗10分後における無

毒一舟　機1311量は13・3％で・18°分後におけるそれは15・1％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　正常甲状腺組織
1°分3°分6°分120分18°分　　正常甲状雛織のT．、　1．対する脱。ウ素活齢図2。
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のごとくで振湯IO分後における無機1311量は13・30／o　　ごとくで振盛10分後における無機1811量は】4，1％～

～16。4％，平均13．8％，30分後においては13・3％～　　　17・0％，平均15．5％，3〔粉後においては14．5％～ユ8・0

18．5％，平均14．2％，60分後においては14，0％～19・0　　％，平均16．3％，60分後においては15・0％～ユ9・9％，

％，平均15．3％，120分後においては15・0％～20・3％，　　平均17・5°／。，120分後においては16．1％～20．5％，平

平均17．4％，180分後においてはユ5．1％～24・5％，平　　　均18・5％，180分後においては］7．8％～21．8％，・F均

均19，6％である。　　　　　　　　　　　　　　　　　19・9％である。

　　　3　単純性結節性甲状腺腫　　　　　　　　　　　　　　　b　管状腺腫

　　a　コロイド腺腫　　　　　　　　　　　　　　　　　　管状腺腫のT．4に対する脱ヨウ素活性は図22のごと

　コロイド腺腫のT4に対する脱ヨウ素活性は図21の　　　く撫量10分後における無機131工量は13．4％～16．2％，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均14・5％，30分後においては14．0％～19．1，平均

　図17乳頭状腺癌の131工標識T3に対する脱ヨウ　　　　17・2％，60分・後においては15・1％～20・3％，平均18・1

　　　　素反応時におけるpaperch「omatog「am　　　　％，120後においては18．6％～24．5％，平均22．0％，

　　　　と無機ユ31工量　　　　　　　　　　　　　　　180分後においては22．3％～28．6％，平均24．4％であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。
糠状腺癌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な”　’s

@fq「’”ev　’”“f　’”e　t　”　‡°　　　　　　　　出現する同定不能の放射性物質（X）

　m分　　　鰯｝　　89分　　　1禰・　　1醗　　　　　　　　　のpaperchromatogram

人嶋ム鵡く賑．義．瓜．　図191311標・哉・・の脱・ウ素反応に際して
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図20正常甲状腺組織の1311標識T4

図18単純癌の1311標識T3に対する脱ヨウ素　　　　　　　に対する脱ヨウ素反応時における
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　　　4　甲状腺癌　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

　　a　乳頭状腺癌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　単純癌

　乳頭状腺癌のT．tに対する脱ヨウ素活性は図23のこ　　　　単純癌のT4に対する脱ヨウ素活性は図24のごとく

とく振盤］0分後における無機lu’11量は13．3％～15・1　　で振湯ユ0分後における無機1311量は16．5％，30分後

％，平均14．1％，30分後においては14．0％～15．3％，　　　においては16・5％，60分後においても16・5％，120分

平均］4．5％，60分後においては14．9％～17．3％，平均　　　後においては17・5％，180分後においては18．5％であ

ユ5．6％，120分後においては］5．3％～ユ8，9％，平均ユ73　　　る。

％，18（i分後においては17．2％～19，8％，平均19．0％　　　　T↓の脱ヨウ素反応に関する実験においてはTnの

図21コロイド腺腫の131工標識T4に　　　　　　図23乳頭状腺癌のユ311標識丁4に対する脱ヨウ
　　　対する脱ヨウ素反応時における　　　　　　　　　素反応時におけるpaperchromatogram
　　　paperchromatogramと無機1311量　　　　　　　　　　　と無機1311量
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図22　管状腺腫のユ311標識T．；に対する脱ヨウ　　　　　図24　単純癌の131工標識T4に対する脱ヨウ素

　　　素反応時におけるpaperchromatogram　　　　　　　　反応時におけるpaperchromatogram
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脱ヨウ素反応にみられたごとく用いた組織片の組織像　　　ヨウ素酵素は基質特異性が極めて高くヨウ素化チロジ

のいかんにかXわらず，時間の経過とともにわずかず　　　ンのみに作用する。

っ増量する無機ヨウ素よりRf．のわずかに高い同定不　　　　著者の単純性結節性甲状雇泉腫におけるMIT　tC対す

能の放射性物質が認められた（図25）。　　　　　　　　　る脱ヨウ素活性はコロイド腺腫，管状腺唾ともに正常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲状腺組織のMITに対する脱ヨウ素活性とほとんど
図25 Q鶴麟嚇：購欝話　　差異を認めなかつた．・れ闘・一・…　）1犬腺麟け・

　　　　のPaPerchromatogram　　　　　　　　　　MITに対する脱ヨウ素活性は正常甲状腺組織及び単

3醗叢■■■■■■■麟翻■■■　ていた。

ε碗【■■■■圏■■■■　DITに対する脱・ウ素活性はMITの場合“砒帆

mgs穫　N■■■■醸翻■■■　賑畿馨裏1巖熟芝留需備灘鍵論羅

1鵬欝■剛■■■■■劇■■■■　明蹉異がなく岬撒融おいて明らか甑下して
　　　6　　1k　　　　　　　壌　　　　捧　　　　　いた。しかも乳頭状腺癌に比べて単純癌の脱ヨウ素活

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性はとくに低下している。

　　　　　皿　考　　按　　　　　　　　　　　　　　　　Stanburyら⑥はMITとDITの末梢性脱ヨウ素

　甲状腺に摂取されたヨウ素は酸化酵素によつて酸　　　にっいて検詞し，DITに対する脱ヨウ素反応はMIT

化され，直ちにtyrosineと結合して3－1nonoiodo一　　　の場合に比較して活性が低下していると報告してい

tyrosine（MIT），3・5－diiodotyrosine（DIT）が生　　　る。著者の検討した脱ヨウ素反応は甲状腺組織におけ

合成され，これらの縮合反応によつてthyroxine　　る反応であるからStanburyら⑥の揚合とその意義

（T4）又は3・5・3！－triiodothyronine（T：，）が生合成　　は同一でないが，【1：i状腺組織における脱ヨウ素反応も

されて甲状腺濾胞内のコロイド中にthyroglobulin　　DITの場合の方がMITの場合よりも活性が低下して

とのpeptide結合によつて蓄えられる。　Thyro一　　いる。
globulinは蛋白分解酵素によつて水解され，　T，1とT4　　　日下部⑨によると甲状腺の良性腺腫並びに乳頭状線

はMIT，　DIT等とともに遊離されるが，血中にはT、：，　　癌におけるDITに対する脱ヨウ素活性はin　vitroで

T4のみが放出され，　M王T，　DITは放出されない⑤。　　　もin　vivoでもほs’正常であつたと報告しているが，

これは遊離されたMIT，　DITは甲状腺内に存在する　　　著者の成績では甲状腺癌の結節糸卜1織lcおいては正常甲

ヨゥ素化チロジン脱ヨウ素酵素によつて速やかに脱　　　状腺組織に比較してヨウ素化チロジンに対する脱ヨゥ

ヨウ素されるからである③。この際遊離さ21た無機ヨ　　素活性はかなり低下している。

ウ素は血中に放出されることなく甲状腺内において　　　以上のごとく著者の成績によればコロイド腺腫並び

再びホルモンの生合成に利用され，いわゆるintra一　　に管状腺唖等におけるMIT並びにDITに対する脱
thVroidal　iodine　cycleを形成するとされている④　　　ヨウ素活性はほN’正常に近く保たれているから，この

⑤。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成績と第1章の成績とを併せて考察すれば，コロイド

　甲状腺ホルモソの生合成障害はStanburyら⑥に　　　腺腫におけるヨウ素の摂取と有機化はやN低下してい

よると，1）ヨウ素の有機化障害，2）ヨウ素化チロジ　　　るが，ヨウ素化チロジンに対する脱ヨウ素活性はほy

ソの縮合障害，3）ヨウ素化チロジンの脱ヨウ素障害　　　．正常で，また管状腺唾におけるヨウ素の摂取と有機化

の3っの段階に分けられている。このうち脱ヨウ素障　　　は著しく低下しているが，ヨウ素化チロジンに対する

害は内因性のヨウ素不足を招き，ホルモン生合成の低　　　脱ヨウ素活性は正常に近いと考えられる。一方乳頭

下を招くという。著者は単純性結節性甲状腺瞳並びに　　状腺癌並びに単純癌においては第1章で報告したごと

甲状腺癌においてはヨウ素の有機化障書のあることを　　　くヨウ素の摂取並びに有機化は障害されているが，脱

第1章において報告したが，ホルモン生合成の一過程　　　ヨウ素活性もまた障害され，とくに単純癌において著

である脱ヨウ素反応にっいても検討を加えることが必　　　明に障害されていた。Robbinsら⑩はfunctional

要である。甲状腺ホルモンの脱ヨウ素酵素は甲状腺の　　　thyroid　carcinomaの患者」血清中にMITと結合し

みならず，肝臓，腎臓等にも存在し，後者は末梢性の　　　た蛋白を認めたと報告し，Tongら⑪も甲状腺癌の

ヨウ素代謝に関与しているが⑦⑧，甲状腺における脱　　　1311大量投与後の血清中にM工T，DITと結合した蛋
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白を認めたと報告しているが，これらの報告は，甲壮　　　」淋屯’1｛1櫓直i節性甲状腺1亜との間には明自な．差異を示さな

腺癌におけるlll血ヨウ素1韓藷の存在を支持するものと汚　　　いが，甲腺状癌においては明らかに低下し，これらは

えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乳頭状筋三癌，濾胞状腺癌，単純癌の順序に低下してい

　なお著者のMIT，　D工Tに，対する脱ヨウ／’反応にお　　　る。

いてはpaperchromatograヱn上には添加したヨウ素　　　　2　DITに対する脱ヨウ素活性はM正丁に対する1悦

化チロジソとこれから脱ヨウ素されて生じた無機1311　　1”tウ素濡1｛【1に比較して…般に低ドしているが，JIII常甲

及びoriginとfrontにわずかな同定不能の1311　　状腺紙織とli隻純性結節性111状腺腫との問には差i異はほ

化合物を認めたのみで，その他にはなんP、ヨウ索化　　　とんどない。しかし甲状腺癌のDITに対する脱一alウ

合物もrr忍めなかつた。　Stanburyら⑥，　FI下部⑫及び　　　素活性はliiに細こ比較して明らかに低下しており，こ

Slingerlandら⑱の実験セこおいても全く同様の結果を　　れらは濾11鰍腺癌，乳頭状腺癌，単純癌の順序にμ圷

得ている。すなわち甲状腺組織eこおける脱＝’1ウ素酵累　　　している。

はDITの3。5の位趾のヨウ素に対して同時ケこ作川　　　　3　T：1に対する脱51ウ葦ゴ滅性は正常甲ll犬腺組織，　Ili

するもので・従？てDITの脱ヨウ累の過程1こおいて　　　純性結節性甲二【犬腺腫及びlll状出艮癌のいずれにおいても

はMITは魔成されないものと想像される。　　　　　　わずかに認められるが，　MIT，　DITにおける楊合と

　次にヨウ素化サイロ‘γの末梢細織における代謝に　　　異なり組織像による藻無はない。

ついては，腎臓において1よ主として脱アミノ反応に。仁　　・1T4に対する脱・ゆ諭醐三も笥に対一1』る脱…・tウ

り，又肝臓に齢いては電として脱ヨウ1反応により代　　　累活性と同様に正・liiケ甲状腺組織，　li危純性結節性甲；閃1泉

謝されており③甲棚1脚織t＝・t6いては…・舟網よ・t　1’7　鰍副1・1畑融のいずれに、t・V・てもわずかに認められ

素化サイロニソの脱…dウ身1反応は行なわれないとされ　　　るが，MIT，　DITにおける場合と異なり紐織像によ

ているが，Sli・g9・la・dら⑪）劇1　聯1㈱・おいても　翻・、、臓い。

わずかながらT．i、は脱・1ウ繁されると述べている。著

者のヨウ素化サイFa＝一ンに対する脱諺1ウ黙反応の，1験　　　　　　　　　　結　　論

においても正常甲状腺糾織，単純性結節憾il【状腺腫及　　　　藷衡はttltl　paperchrOmatographyにより結節1’1…

び1／1・1状腺癌にオb’いてわずかながら丁書1，T、1に対する脱　　　IV状腺腫の結餅」紐織におけるホルモン生成能を賜らか

ヨゥ素活性が認められた。しかしながらこれらの脱u　　　にせんとして，第1箪においては糾節組織におけるヨ

ウi素反応においては5fウ素化チロジソの場合と異なつ　　　ウ餐の何機化を検討し，雛21：においては結節組織の

て組織像による差異は認められず，しかも無機ヨウ素　　　脱ヨ！1ン素活性を追求した。その帝r【1果ホルモン生成能は

とこれよりRf・のわずかに高い同定不能の放射性物質　　コロイド腺腫においては11∫なり保持されているが，管

が認められ，これらは時間の経過とともにわずかずっ　　　状腺腫及び索状腺腫においては著しく低下し，また乳

増運した。この点もヨウ素化チロジンの脱aウ粟反応　　　頭状腺癌並び孕こ濾胞状腺癌においてはわずかに保たれ

と趣を異にするものである。したがつてヨウ素化サイ　　　ている積度で，’｝i純癌ではほとんど金く欠如している

ロニンの脱ヨウ幸ミ反応は斉結節組織ve－Jk・jMしたなんら　　　という結論を得た。

かの困子によつて行なわれるものと椎測されるo教室

の内海⑭はT：1，T4に対するIl－amino　acid　oxidase　　　　（本論文の要旨は節371旧本内分泌学会総会におい

による脱アミノ反応を研究しているが，この際には　　　て発表した。）

T．9よりTA：1と不明物質TX3を，　i文T，1よりTA．tと

不明物質TX　．iの生成を認めたが，いずれの場合にも　　　　　　　　　文　　献

無機ヨウ素の生成を認めていないから，著着のT書』　　　①Pitt－Rivers，　R．　et　al．：The　Thyroid　Horniones，

Tdこ対する脱ヨウ素反応はすくなくとも4－alllillo　　M9：PengTamon，　London，1959．　　②Taurog，

acid　oxidaseによるものではないと考えられる。　　　　A・et　aL：J・Biol．　Chem・，18・1：99，　lq．　so．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③Stanbtiry，　J．　B．　et　al：J．　Clin．　Endoclinol．

　　　　　　　総括　　　　　＆Metab”】6：735，1956．④鈴木光雄：内分泌
　13L工paperchromatograPhyによつて結節性1【1状　　　と代51射，1：40，昭．33．　　⑥Roche，　J．　et　a1．；

腺腫のヨウ素化チロジン並びにヨウ索化サイロニンに　　　Biochem・biophys・Acta　9；1．6111952・

対する脱ヨウ素活性を険討し次の成績をえた。　　　　　　⑥Stanbury，　J．　B．　et　al，：J．　Clin．　Endoclinol．

　1MITに対する脱ヨウ索活性は正常甲；1是腺組織と　　＆Metab・，16：1522，1956．　　⑦Alert，　A．　et



rg1ig (1965) , 95-(95)al.:J. Clin. Endoclinol. & Metab., 11:996, MIT was in normal Tange. However, in papil-

1951. @Pitt-Rivers. R. et al,:The Thyroid lary adenocarcinoma and foMcular adeno-

Hormones, 162:Pergamon, London, 1959. carcinorna it was slightly inhibited. Moreover
(g)H-l〈zzJmatw:NVH5)-iz}Sss. 39:]1, PB.g8. in anaplastic carcinorna (carcinoma sirnplex)

@Robbins, J. et al,:J. Clin, EndoclinoL & it was apparently lbwer than that of both

Metab,, 15:1315, 1955. @Tong,'W. et al: paplliary and follicular adenecarcinoma.
                                                         'J, Ciin.Endoclinol.&Metab,, l2:856, 1952, Deiodination of :8il labelted DM'V in these

@HHFuttlj[diit ' H pfSS)-ltP5tr,g., 38 : 1178, us.38. @N nodular tissues was generally lower than the

ma ta:ftrJ･blvart･ult,,9:68, nB,35, @LLI?lg me:H deiodination of ±Stl Iabelled MIT. In this series,

pt] Si'Uas:t,S, 36:455, gB,36. @Slingerland, D･ the product of deiodination of radioiodotyrosine

W. et aL:EndoclinoL, 62:853, 1958, was only iodicle, and no other iodinated amino
                                               acids Were lound on paperohromatogram,･

            AESTRAeT DeiQdination of radioiodothyrenine has alSo'
    Studies on hormone synthetic ability been studied, However no remarkable resultsi

             in nodular giQter were observed,
   In orcler to investigate thyroid hormone From the above･-rnentioned results, it rnay

synthetic ability in the tissues of nodctlar be censidered that in colloid adenoma,

goiter, in vivo organiEication of iodide and in hormone synthetic abillty is stil! kept, while in

vitro deiodination were studied by ineans of fetal adenoma, embryonal adenoma, papillary

iail paperchromatography, ' adenocarcinoma and foliicular adenocatrcinoma
   First of all, after iiiLr wasi administered thls ability is rernarkably inhibited and

era!Iy to the patients with nodular goiter 24 moreQver in anaplastic carcinoma no hormQne

hours prior to operation, iodinated compounds - synthesis has been performed,

in nodular tissues has been analysed. In ･ ,'･
normal throid tissue as control sttbject, average

value of iodinated compounds analysed by

paperchromatography was as follows:Ia was

!2.8%, MIT 23,8%, DrT･ 47.0%, Td 11.0% and

monoiodotyrosine tb diiodotyrosine ratio (MITI

DIT) O.12. In colloid adenorna, organlfication

of iodide'was siightly inhibited but'in the

case of colloid adenoma show.ing cold nodule

on scintigram it was apparently inhibited. In ･
both fetal and embryonal adenoma, ' organifF

cation of'iodide was completely inhibited. In ･
papillary adenocarcinoma and follicular adeno- '
carcinoma, MITIDIT ratio was able,to ,be ･ ,
calculated in only ils of all cases, but organifi- ･ ,
eation of iadide was, in general, apparently

inhibited, In anaplastic carcinoma (earcinoma

Simplex),.no iodinated compounds were
observed.'

    Secondly in vitro deiodination of radioido-

tyrosine and radioiodothyronine in nodular '
tissues has been studied. In both colloid and ･
fetal adenomel, deioclinatibn of i8;I labelled

'


