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　　　　　　緒　　雷　　　　　　　　　　　　　　　　実証した。

　甲状腺ホルモシの代謝については数多くの研究があ　　　　著薪は1－amino　acid　oxidaseによる甲状腺ホルモ

るが・いまだその金貌は明らかにされていない。殊に　　　ン及びその類似化合物の代謝過程を究明するために・

アミノ酸酸化酵素による甲状腺ホルモンの代謝に関し　　　ロブラ襟な用いて1－monoiodotyroslne，1・－diioClo一

ては，ご1，三の学者の研究があるのみで，その代謝過　　　tyrosine，正一一triiodothyronine及び1婦thyroxineの

程を詳細に迫求した研究報告は少ない。Roche等①　　　代謝を検討したので，その成績徹報告する。

はSlul　labelieCl　triiodothyronine及びthyroxine　　　　　　　　爽験方油

を各々甲状腺別出ラツトに淀射すると，放射性tri－　　　　A酵素反応

iodothyropyruvic　acidとtetraiodothyr。pyruvic　　　L－arnino　acid　oxidaseとしてHynson，　Westcott

acidとが尿中及び胆汁中に掴｝1泄されることを発見し　　and　Dunning　lnc，　Baltirnore製のcrブラ襟を精製す

た。又彼等②は甲状腺易1拙ラッ1・に11SI　label1ed　　ることなしに用いた。

ttiiodothyroni“eを投与すると腎臓申にtriiodo一　　　ユ．　Stnger等④に従つて＝ブラ灘20mgを，　O．077

thyroacetic　acidが現われることを報告した。最近　　　mol一KC1を含む0．05mo1燐酸緩衝液（pH　7・25）の

Tomita等③⑲は11al　labelled　triiodothyronine及　　　20ccに溶解しk。

ぴ11811abelled　thyroxineがラツトの腎細胞のミト　　　2、この溶液1ccな，一定燈の放射性ヨウ繁化合物

コソドリアによつて各々のacetic　acid誘導体に変化　　　（被験物質）を入れた試験管に加え，同試験管を直ち

する事実を観察した。これらの成縫から甲状腺ホルモ　　　に恒温水槽（38°士O．5°C）に，入れ，一定時間反応させ

ン及びその類似化合物は・生体内組織に於いてアミノ　　k。各反応時聞後俺ちに酵素作用を且kめる為に，試験

酸酸化酵素の作用eeよつて令解される可能性が推測さ　　　管を氷で冷やし，2N－NaOHの1滴を加えてpH　11に

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。

　一方Ze11e「等④⑤は蛇懸中に1－amino　acid　oxi噌　　　　　B　分解産物のペーパーク戸マトグラフィー

daseの存在することを発見し，　Singer等⑥ea　＝iブラ　　　上記反応溶液（被検物質含有溶液）の約0．3ccを濾

毒か’ら高活性度を有する1－amino　acid　oxidaseの純　　　紙（Whatman　No，1）にクロマトグラフ用の毛細管

化に成功した。Green等⑦はラツトの肝臓と腎臓か　　　ビベツトで線状に4cmの長さにぬり，完全に乾燥さ、

ら”Yell◎w　EnZyme’？なる酵繁を得て，それがユ4の　　せた後，下降式一次元法により次の溶媒を11同いて20°

1－amino　acidを酸化する作用のあることを証明し，　　Cで20時閲展開した。　MonoiQdotyrosine及びdiiodo－

Zeller等は粗性コブラ毒はGreen等の発見した　　tyrosineの爽験では，　Collidine－・H20（100：35．5）

Yellow　Enzymeより40倍も強力な活性度のある1－・　　を溶媒としてammonia気中で展開した。　Triiodo－

amino　acid　oxidaseを有することを発見し，これを　　　thyronine及びthyroxineの突験では2N－NH或OH

ophio㌍nino　acid　oxidaSeと命名した。　　　　　　　で飽和したtertiary　amyl　alcoholを用いた。代謝塵

　Tong等⑧はin　vitroの爽験で，11sl　labellCl　　物（被検物質の酵素分解産物）を同定する為に，本試

diiodotyrosineがコブラ毒によつて3，5－・diiodo・・4・一　　験を行なう直前に反応溶液（被検物質含有溶液）に既

hydroxyphenylpyruvic　acidと無機ヨウ素に転換す　　　知合成化合物を添加し，上記と同様の条件下で展開し

ることを証明し，この代謝はラツトの腎臓と肝臓に於　　　てラジ才オートグラフィーを行なつた。即ち24時間暗

けるdiiodotyrosineの代謝と同一過程を辿ることを　　　所で密着させて感光させ海後現像し，フィルム上に現



1960，　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69－（633）

われる黒化帯に一致する濾紙上のスポツトについて　　　化帯に合わせて1㈱驚を切り，前記の如く50％alco・－

Geiger－・Mtiller　counterで放射能計数を測定した。　　　1iolで抽出，乾圃した後，再びこれを70％alcohol

一力濾紙については，次の発色試薬により代謝産物並　　　に溶かして濾紙に塗布し，2N－amlnonia溶液で飽軍ll

びに既知合成化合物を着色させて検出し，代謝灘物の　　　したtertiary　amyl　alCoholを用いて展開しtラジオ

同定を行なつた。即ちpyruvic　acidの検是1当には1N－　　a’　一トグラフィー一後濾紙からこれらヨウ索化合物を50

HCIで飽和した2－4－dinitrophenyl　hydrazineを用　　　％alcoholで抽出，乾圃して爽験に供した。こうして

いて発色させ，その他の有機ヨウ化物はヂアゾ化した　　　得られたヨウ素化合物のspecific　activityは

sulfanic　acidを用いて検出した。　　　　　　　　　　　　　　　monoiadotyrosine　　1．7・51tc／γ

　　　C　放射性ヨウ素化食物の禽成法　　　　　．　　　　　　dHodotyr｛｝sine　　　15・（｝μc／γ

　この爽験に用いた放射性ヨウ素化合物は1－tyrosine　　　　　　triiodotyrosine　　　13・5μc／γ

（Matheson　Cernpany）と1－・3，5－diiodothyronine　　　　　　tllyroxine　　　　　　8．3μc／γ

（Smith，　Kline　and　French　Laboratory）を用いて，　　であつた。

Roche等「塾：⑨が記載した方法で無機It31と無機1127　　　　　D　非放射性ヨウ素fヒ合物の調製

とを混合してヨウ素化した。　　　　　　　　　　　　　　Pitt－1？ivers⑩の方法によりmonoioclotyrosineを合

　　1．放射性1－・monoiodotyrosineと1－diido一　　　成し，又ri1野の方法⑪によりm‘｝noiodotyrosineの

　　　tyrosineの合成法　　　　　　　　　　　　　　　acetic　acid誘量韓詳体とpyruvic　acid誘」準体とを合成

　IIBt　3mcを含む溶液0，6ccを’」、試験管にとり，烈　　　した。又Papa等⑫及びTon鰐等①の方法でdiio（lo－・

酸化燐を入れたAbclerhaldenの乾燥器で，78，5°C　　　tyrosineのacetic　ac1d及びpyruvic　acidの誘導体

で減liE下で乾固する、その残査に0，2N－H2Sq及び　　　を合成した。他のヨウ素化合物は市販晶・をそ¢）まx川

0．05N－NH，t，SO，i少最を加えてpH　4…5にする。この　　　いた。

放射性ヨウ素イオンNal1311容液を，60ccのethanol　　　　　　爽験成績

中に189mgの12を含む原液0．4ccと混合し，15°Cで　　　　　　A　τt：ll　labelledレmonoi（，dotyrosineの

15分間反応させる。これと別に20cc　ethanol　r桝こ1暑　　　　　　代謝

の52mgを含む1127溶液をっくり，その0，elccを小　　　　Iml　labelled　1－monoiodotyrosineを1－－arnino

ビペツトにとり前記P31溶液0．025ccと混合させる。　　acid　oxidaseによつて酵素分解した時に．生じた物質

この操作で1127溶液をIt・tltに楓換する。一一方20　cc　　のクロマ1・グラムを，ラジオオートグラ：7によつて示

の濃アムモニアに18mgの1・・tyrosineをとかし，そ　　すと図1の如くである。酵素反応開始前にをま11Pnoio一

の0・75ccを小ピペツトにとる。このtyrusineを入れ　　　detyrosine（MIT）と4慰幾ヨウ素（lod）の2っの黒

た小ビペットに，11蹴に罎託換した溶液を加わえ，20分　　　化帯のみが見られたが，反応開’始後には更に4っの黒

間振盤する。その後この溶液全部を溝紙（Whatman　　化帯がペーパークPマトグラムのフィイルム上に現わ

No・1）に長く線状に塗布し，　acetic　acid－n　butanol一　　れた。この内2っの黒化帯（MPP，　MPA）中の物質

水（15：100：35）を溶媒として12時間展開し乾燥す　 を同定するために，合成品の3－－monoiodo－4－hydr一

る。この濾紙をレソトゲソフィルムに5分問密諮させ，　　oxyphenylpyruvic　aciClと3－rnonoiodo－－4－hydroxy一

てラジオオートグラフィーを行ない，monoiodotyre－　　phenylacetic　acidを用いて，ペーパークロマトグラ

sineとdiiodotyrosineに相当する黒化帯の形を濾紙　　　フィーを行なつてみると，これら2物質のRfは各々

上に写し’これらを切り取り50％alcohu1で12時間　　　反応液の黒化帯（MPP，　MPA）のRfと全く一致す

抽出した・各抽山液は減圧下に乾固し，0・02N－NaOH　　　ることを確認した。5ζこの2っの黒化帯の50％alco一

で一定濃度に調製し実験に供した。　　　　　　　　　　　hol拙出液をdioxan－n－butanol－NH．40H（1：4：2）

　　2・放射性玉一triiodothyronine及び1－thyro一　　　で展開すると，これらのRfはmonoiodotyrosineの

　　　xineとの合成法　　　　　　　　　　　　　　　　pyruvic　acid誘導体とacetic　acid誘溝体とのRf

　濃アンモニア10ccにdiiodothyronineの25・6mg　　　に一致し，益々のRfは0．67及び0．36を示した。なお

を溶解させ，この溶液0・45ccをとり，これに無機ヨ　　　クPt　－vトグラム上に現われた他の2種の黒化帯の代謝

ウ素溶液03ccとNal”nの0・6cc（4・8mc）とを加え　　　塵物（MXI，　MX，）の性質は確認し得なかつた。（図

てヨウ素化した。叉triiodothyronineとthyroxine　　　1）表1及び図2はlamino　acid【⊃xidaseによつ

の分離にはdioxan－n－butano1－2N－NH，PH（1：4：　　て1－・menoiodotyrus｛neからつくられる代謝塵物の量

2）の溶媒中で展開し，ラジオオートグラフイー後黒　　　を放射能計数の百分率によつて経時的に示したもの
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　MIT・＝monoiodotyrosine
　　Iod＝inorganic　iodide

　MPP　＝　3－－iodo－4－hybroxyphenyl　pyruvic　acid

　MPA＝3－iodo－4－hydroxyphenyl　acetic　acid

　MX1＝不明化合物
　MX2＝　　　〃
　Orig＝Origin（ペーパクロコトグラフの原点）
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表I　l－・arnino　acid　ox｛daseセこよるIis’　t　labelled　monoiodotyrosine

　　　　　（9．0×10．一’6PS）の代謝産ll勿の放射能の経時的変重JJ分

M工T
Iod

MPP
MPA
MX・1

MX2

0　　　　　5　　　　　10　　　　　15　　　　　20　　　　　40　　　　　80

分

％94．5　29．0，1、LO　3．｛〕　2．5　2．0　2．0

　　　3．0　　　　9．0　　　14．0　　　21．0　　　35．0　　　46．0　　　47．0

　　　0　　　　　53．0　　　　58．（，　　　56．0　　　　35，0　　　　23．5　　　　21。0

　　　0　　　　　2．0　　　 2．5　　　 4、0　　　 7，0　　　　7．0、　　　7。0

　　　0　　　　　3、0　　　4，5　　　 7．〔〕　　　8．5　　　 9．（）　　　9，（，
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である。m（）noi‘1dotyresine（MIT）の放射能は酵　　thyr‘〕nine（Ta）と無機ヨウ素（lod）の濃い黒化帯

素反応開始後15分で葡速に減少し，これ、と反対に3一　　の他に，次第に濃度の増加する2っの黒化帯が認めら

monoiodo－4－hydr（⊃xyphenylpyruTric　acid（MPP）　　　れた。その黒化帯の1っ（TAs）は合成晶3！，3，5一

は急速に増加して全放射能の60％を占めるに驚つた。　　　tri｛odothyroaceic　acidのRfと全く一致していた。

しかし乍ら，3・monoi｛〕do　4－hydroxyphenylpyruvic　　またこの黒化棉：の50％alcoholによる抽IU物質は合

acid（MPP）もその後急速に分解するためその放射能　　　成品の3ノ，3，5－trliodothyroacetic　acidと重jil：及び

計数は減少し，岡時に無機ヨウ素（工od）の放射能計　　　放射能を比1鮫してCocristalizationをなし，両蒋は同

i数は増加し，80分後には47％に逮した。他のヨウ累化　　　一物質であることを確認した。

合物，即ち3－－monoiodo・－4－hydroxyphenylacetic　　　表3及び図6幟1－triiodothyronineの1－arnino

acid（MPA），クロマ1・グラムの原点に残つた物質　　　acid（⊃xidaSeによる代謝葭物の議を放射能計数の薔分

（orig），不明物質（MXコ，　M　Xの等はすべて酵素反応　　蔀｛によつて経時・的に示したものである。Trii〔｝d（⊃thytO一

開始後2Q分まではゆるやかな傾斜を以つてほ黛li気線的　　　nine（Ta）の放射能計数は酵素反応けH始後20分オ1では

に増加するが，それ以後は幟Ψ一窺の値を保ち、その　　　比鮫的急速に勃1黄少L，その後はゆるやかとなるが，40

値はいつれも11％以下に11．つている。　　　　　　　　　分以内に最初の」Ll：の半分となり，反応聞始後80分では

　　　B　I1・RI　labelled　l－dii（）dotyrosineの代謝　　　　TAnよりも減少した。これに対してTAsの放射能計

　11at　labelled　1－diioclotyrosine（DIT）に1一員min（，　　　数は反応開女f｝後2a分畷までは急激にi：41し，そα）後iは

acid　oxidaseを作用させると，これはDPP，　MPP，　　此較的徐々に増加してtriiQdothyronineの言・1・数とほ

DPA，無機旬ウ素（lod）及び不明物質（DX）とに分　　　讐対踪的曲線を描いた。クロマトグラムの原点にあつ

解した（図3）。これらをdioxan－n－－butanol－NI｛，tOH　　　た物質（【）rig）と不明物質（TX：s）はil辱に極めて僅か

中で再び展開し，DPP及びDPAの黒化帯に相当す　　　な増加を示した。またTX3のRfはTomita等③⑭

る濾紙からの抽出物は番々diiod｛⊃tyr（⊃sineのacetic　　　の報告した不1男物質のRfと同一であることを認め

acid及びpyruvic　acid誘螺体の黒化帯に合致し，そ　　　た。無機orウ素（lod）の搬1は酵素反応開始官1∫とil！べて

のRfは各々0．20と0．81であつた。　DXの性質は確認　　　特別の増加を示さなかつた。「rriiodothyr（mine（Ts）

し得なかつた。Diiodotyrosineの酵素分解において　　　の分解Illl線はdiiodotyrosineのそれに比較すれば・

e：・，3－monoiodo－－4－hydroxypheulacetic　acid（MP　　　ゆるやかな下降IUI線を辿つている。

A）はいつれのラジオオートグラフにも現われなかつ　　　　　　D　I：Sl　labelled　Rhyrox1neの代謝

たo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図7は1－amino　acid　oxidaseによる1－thyroxine

　褒2及び図4に示す如くdiiQdotyro日ineの放射能計　　　の代謝に関するペーパークロマトグラムのラジオオ

数は酵素反応開始後40分で最初の放射能計数の20％以　　　一トグラフでである。このラジオオートグラ7上にい

下に滅少した。一方diiodotyrosineから生じた3・5一　　つれの反応蒔間においても見嵐される黒化帯として

diiodo－4－・－hydroxyphenylpyruvic　acid（DPP）の放躬　　　TA4があげられるが身このRtは同惣ご用いられた既

能計数は，20～40分の間で頂点に達するが，その後無　　　知合成のtetraioClothyroacetic　acidのRfと完全に一

機ヨウ素（lod）の放射能計数が増加するにつれて減少　　致した。更にこの黒化帯を50％alcoholで抽lll，乾

した。無機ヨウ素（lod）は酵素反応開始後徐々に増加　　　固して得た物質を合成品のtetraiodothyroacetic

し，40分後34％，80分後51％に達した。他のヨウ素化　　　acidで童：蹴及び放射能を比較してCocristalization

合物（orig，　DX1，DPA，　MPA）は40分まではゆるや　　　を行ない，黒化帯中の物質はtetraiodothyroacetic

かな傾斜を以つて直線的に増加し，その後はmonoio－　　acidであることを確認した。　TX．tの性質は確認し得

dotyrosineの代謝の場合と岡様Vc　11％以下でほ讐一　　　なかつた。

定の値を保つた。しかしdiiodotyrosineのpyruvic　　　Thyroxineの分解速度は最も遅く，表4及び図

acid誘導体と無機ヨウ素に転換する率は，　mo且oido－　　　8に示すように非常にゆるやかな下降曲線を描き・そ

tyrosineの場合よりも低率であるo　　　　　　　　　　の分解は反応開始後80分で15％にも達しなかつた。

　　　C　I13／L　labelled　1－3！，3，5－triiodothyronine　　　Tetraiodethyroacetic　aeidはこの時に7％の増加を

は再三のクロマトグラムによる純化にも拘わらず比較　　　示したに過ぎない。無機ヨウ素（lod）は酵素反応開始

的高率に無機ヨウ素を含み，その他少星の不明化合物　　　前より15％に認められたが，反応開始後も全く増董せ

とtriiodothyroacetic　acidとを含んでいた。図4に示　　　ず，　thyroxineからの無機suウ素の形成はtriiodo一

すように酵素反応開始後時間の経過と共にtrl量odo－　　thyronineの揚合と同様に証明されない。その他本反
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　　図3．
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反応時間：a…0分，b…40分，　c…80分

　DIT＝diiodotyrosine
　Iod　＝・　MPP，　Orig　＝　tc　1と同じ

　DPA＝3，5－diiOdo－4－hydroxyphenyl　acetic　acid

　DX＝不明化合物
　DPP＝3，5－diiodo－－4－hydroxyphenyl　pyruvic　acid
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皿表　1－amino　acid　oxidaseセこよるIlsI・labelled　diiodotyrosine

　　　（8・2×10－CSxノ）の代謝産斗勿の放射能の経時的変動
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図　5．
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反応時間：a…0分，b…40分，　c…80分

　T3＝3ノ，3，5－triiodothyronine

TA3＝3！，3，5－triiodothyroacetic　acid

TX3＝不明化合物
Iod，　Orig＝：表工に準ずる
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衷皿　1－・amino　acid　oxidaseセこよる11311abelled　triiodotyrosine

　　（2．4x10rr　6　xt）の代謝産物の放射能の経時的変動
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表W　lramino　acid　oxldaseによるlt3t　labelled　thyroxine

　　（1．2×10－6pa）の代謝産物の放射能の経時的変動
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応においてはthyroxineから脱ヨウ素されて生ずる　　が無機ヨウ素の急激に増加する以前にiodotyrosine

triiQdothyronine，或はtriiodothyroacetic　acidは　　　からつくられることが観察された。この事実から

全く出現しなかつた。即ち1－amino　acid（，xidaseの　　iodotyrosineが脱ヨウ葬1される前に，霜づ脱アミノさ

1－thyroxineに対する酵素分解作用は，1－triiodn一　　れてpyruvic　acidの形となり，ついでこのpyruvic

thyronineの場合と同様に脱アミノ作用が主であつ　　　acidは1－amino　Hcid　axidaseにより面接脱ヨウ素

て，脱etウ素作用は殆んど行なわれないものと考えら　　化されるか，或はヨウ素含有pyruvic　acidが分解さ

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ，間接的に無機ヨKン素が放出されるものと考えら

　　　　　　考　　按　　　　　　　　　　　　　　　　れる。monoiodatyroSineの酵索分解に際してttll，ずる

　甲状腺永ルモソの代謝に関する研究はIIBIが自由　　　タ1輯幾ヨウ素は，図2に示すようにmonoiodophenyl一

に用いられるようになつてから著しく遼i歩した。即ち　　　pyruvic　acidのlliac少する時期に多議に発坐す・る毒1ゴ実

生体にItnzを標謝したヨウ素化合物な投与し，非遊　　　をみれば，この際の無機ヨウ禦の大部分はmonoiodo一

離状態にあるuウ素化合物を螢白分解酵素を用いて水　　　phenylpyruvic　acidの分解によって発盤するものと

解遊離させ，クロマトグラフt　一一　v：かけて分離し，そ　　　推測される。又diiodotyrosineからの：S－n）onoiodo一

の分離したヨウ素化合物のラジオオートグラフに示さ　　　4－hydr（】xyphenylpyruvic　acidの形戒はその過程に

れたスポツトを既知化禽物のRfから同定し，更に各　　　おいてまず3，　5－－diiodo－4－－hydroxy　phenylpyruvic

化合物の相対昂：を放射能計数により求め，或は各物質　　　acklがつくられ，これが脱：－1ウ素されて3－inonoiodo一

を溶出・定貴することにより絶対髄を求めることが行　　　4・－hyclroxyphenylpyruvic　acidになることが一一・応考

なわれるようになり・甲状腺71》レモソの代謝はかなり　　　慮される。しかし乍ら図4に示す如く，diiodophenyレ

詳細に究明されつNある。しかし乍ら甲状腺ホルモソ　　　pyruvic　acid（DPP）が反ルぶ開始後40分以降の分鯛減

の代謝は極めて複雑で米だその全貌｝湖らかにされて　少す繍，期には鮮糎ウ素のみカミ増加して，mono一

いない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iodophenylpyruvic　acid（MPP）の増加が認められな

　著商は1－rnonolodotyrosine，1－diiodotyr（⊃sine，　　　いから，35－－diiodo－th1－・hydroxyphenylpyruvi　acid

l－tfii・d・thy・。・i・・及び1－一’thyr・xi・・について1一　力・ら脱・・環されて3－m。n・i。d。－4－・・hyd・。。yphe。yエー

amino　acldρxidaseによるin　vitroの分解過程を追　　　pyUvic　acidへi賦換する反応過程は少ないものと考

求し・甲状腺ホルモソの代謝の一端を知ろうと試み　　　えられる。従つてdiiodotyrosineの分解過程に磁ず

た。即ちZls1で標識した上記ヨウ索化合物にコブラ　　　る無機ヨウ素の大部分は，　3，5－diiodo－4－hydroxy－一

襟・を作用させ，その代謝塵物をペーパー一一クロマ1・グラ　　　phenylpYruvic．acidの脱凱ウ素によつて生ずるもの

ムにより分析してヲジオオートグラフィーを行ない・　　　でなく，恐らく前藩のpheny正ringが分解すること

更に既知ヨウ素化合物のRfにて代謝醗物を同定し，　　によつて生ずるものであろうと推測される。　mono及

一方ペーパー一クPマトグラムについて経時的に放射能　　びdiiodotyro’sineに相当するacetic　acidはGreen

計数を測定して代謝魔物の量的変化を追求した。その　　　等⑦も離載しているように，レamino　acid　oxidaSe

成績の一部は既に別誌に鮪した⑬。瀦が1－ami－・　によつて脱アミノ中につくら泌過酸化螺の存榔

no　acSd　oxidaseとして用いたコゾラ縫はこの他に　．　で各々のpyruvic　acidの酸化的脱炭酸匿よつて生ず
cat・1・・e⑭，　ph・sph。lil・s・⑮，・d・n6・i・e　t・iph・・p一　るものと1翻される．しカ、しtS　Cb　1，’i。d。ty，。，in。の

h・t・⑯及びacety1・h・li…e・・era・e⑰馳舗してい　1，・ar・i。。。cid。xid、，e．e・よる酵素分解勲中，徽

ることが知られている。この内catalaseはヨウ化ア　　化合物としてはpyl’uvic　acidが大部分であつて，

ミノ酸から1－amino　acid　oxidase　tlこよつて作られる　　　acetic　acidは極く少量にすぎないから，上記の反応

過酸化水素を破壊し・過酸｛ヒ水素によるpyruvic　acid　　は余り行なわれていないのであろう。以上のように

からaCetic　acidへの反応を阻害することが考え．ら　　iodotyrosine｝こ対する1－amino　acid・oxidaseのfド

れる。しかし乍ら著者の実験条件下では虫として1－・　　用は脱アミノが主であって，脱ヨウ素は殆んど行なわ

amlno　acid　oxidaseがヨウ化アミノ酸に対して作用　　　れないものと考えられる。なお1－amino　acid　oxidase

するものと考えて差皮えない。　　　　　　　　　　　によるユーdiiodotyrosineの分解はrnonoiodotyrosine

　l－mono．及び1・－diiudotyrosineは1－amino　acid　　　のそれよりも長い反応時間を要したが，これは1－a－

oxidaseの作用を受けると，いつれも脱アミZされ，　　mino　acid　oxidaseの酵．素fF用がphenyl　rin禦こ結

pyruvic　acid，　acetic　acid，無機ヨウ素及び不明化合　　　合したヨウ素原子の数によつて反応時間を轟に．するこ

物に転換した。この場合pyruvio　acidのかなりの鍛　　　とを示唆するものである。
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　L－iodothyronine．の1・－amino　acid　oxidaseによ　　　の有機化合物とt．て3－monoiodo－4－hydroxyphenyl一

る分解は，iodotyrosineの代謝よりも一般に反応速度　　　acetic　acidと不明化禽物（MXI，　MX2）を生ずる。

がおそく，殊にthyroxineのそれは最も遅い。また　　　但し無機ヨウ素の大部分ほ3－m。noiodo－4－hydroxy－

iodothyronineの代謝はiodotyrosineの場合と異な　　　phenylpyruvic　acidの分解によつて放出されるもの

り。代謝産物として無機ヨウ素を放出しない。叉1一　　と推測される。

arnino　acid　oxidaseによるレiodQthyronineの代謝　　　　2．　L　diiodotyrosineは｛ヒ謝産物として多．晒の無

産物中，主なる有機化合物はacetic　acid誘導体であ　　　機ヨウ素を放出し，主なる有機化合物として3，5一

るが，1－－iodotyrosineの主な代謝産物は前記の如く　　　diiodo－4－hydroxyphenylpyruvie　acid，を微：蹴の有

pyruvic　acidであつて，これらの点において両者の反　　　機化合物として3－・monoiodoM－hyclroxypbenyl一

応は異なる。T・mit・等③⑱は腎系　1胞のミト・ソ1’リ　py，u▽ic　acid，3，・5－－dii・d・－4・－hyd・・xypl・enylaceti・

アによつてtriiod〔，thyronineから作られる代謝産物　　　acid及び不明化奮物（DX）を｛kずる。但し無機ヨウ

中に不明化合物の存在することを報告したが，著春　　素の大部分は3，5－diiodo－4－hydroxypllenylpyruvic

の実験において1－amino　aaid、oxidaseセこよつてレ　　acidの分解によつて放鳩されるものと推測される。

triiodothyronineを分解した場合にも不IJj化合物　　　3，　L－triiodothyronine　Pホ代謝魔物として3！、3，　5・・

（TXa）が認められたが，こればTomita等の不明化　　　triiodothyroacetic　acidと不明化合物（T琴のを生

合物と同一一・一のRfをもつていた。…方thyroxineを　　　じ，無機ヨウ紫は放出しない。

1－arnino　acid　oxidaseでチ｝解した揚舎にξkずる不明　　　4．　L－thyroxineは代謝ll蓋物としてtetraiodo例

化倉物（TX．t．）はTomita等の嚢験にも見られないも　　thyroacetic　acidと微fttl：の不明化合物（TX．t）な億

ので，これは本実験における唯一の未知化合物であ　　　じ，無機n．ウ索を放鵬しない。

る。L－triiodothyronipe或はレthyrQxiaeから1…　　　5．以上の如く1－・amino　acid　oxidaseの甲状腺ホ

arnino　acid　oxidaseによつで脱アミノされ，各々に　　　ルatv一及びその類似化禽物に対する作∫ilは・脱アミノ

相当するacetic　acid誘導体が生ずることは，その間　　　作用が主であつて，1－monoiodotyrc）sineに対する反

に中闇代謝産物としてpyruvic　acid誘導体の存老1三が　　　応が最も速やかでt以下1・diiodotyrosinelレtriiodo一

考えられる。爽際にRoche等⑪⑩はtriiodothyro－一　．thyronine，1－・thyraxigeeの順序に反£藤遮度が運くな

nine及びthyroxineを投与した甲状腺捌出ラット　　る。これらの成績は生体内における甲状腺ホルモソの

の腎臓中にtriiodothyroaaetic　acidとtetraiodo・－　　1－amino　acid　oxidaseに・よる代謝過程を封ll測せしめ

thyropyrUvic　ncidが出現することを報告し，又腎臓　　　るものである。

が1－amino　acid　oxidaseを多髄に含有していること
は知られた慕実であるからから⑦，triiodothyronine　　　　（稿を終わるに臨みf研究の機会を与えられたビツ

か・艦て生・臓と1－・・y・Q・…か・生・た撫蘇欝灘窓聯蕪翻器濃
TX4とは恐らく上記のt「iiodc〕thyropyruvic　acidと　　　し，併せて降旗力男助教授の御校閲を深謝する。

tetraiodothyropyruvic　acidであろうと推測される

が，．現在の著者の実験ではこれらを同定することは出　　　　　　　　参考文献
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