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い と ぐ ち

精神分裂病(以 下分裂病)は 多方面か ら研究 され

ているが,い まだにその原因が明 らかに されてい な

い.双 生児研 究や家族研究か ら,少 くとも遺伝因子

が分裂病の発症に重要 な役割を果 す らしい,と 推察

されて いる}〇一分裂病 が遺伝性であ るとい うことは,

この病気の基礎 に生化学的,代 謝 的異常 が伏在す る

ことを示唆す る-い ままで,分 裂病後対 していろい

ろな生化学 的接近 が行われて きた.最 近,セ ロ トニ

ン,ド ーパ ミン,ノ ルエピネフ リンな どのモノア ミ

ンが中枢神経 系における神経伝達物 質候補 として注

目を浴 びるようにな り,こ れ らの生体 ア ミンおよび

関連酵素 を含 めた代謝の面か ら分裂病 が研究 される

よ うにな った6, 8, 25).

動物脳の生化学的研究 と ヒトの臨床薬理学 的研究

とか ら,生 体 ア ミン と行動や情動 との深 い関わ りは

認め られていた川 が,分 裂病患者の尿中に健康対 照

者よ り有意 後多量 のカテコラ ミン(ド ーパ ミン,ノ

ルエ ビネフリン,エ ピネフ リン)が 排泄 されてい る

ことが認め られ321f分裂病 の病因 後カテコラ ミン代謝

異常 が関与 しているか もしれない と考 えられた.ま

た, SteinとWise43)は 動物実験 の結果か ら,分 裂

病者の脳 には,ド ーパ ミンを代謝す る ドーパ ミン-β-

水酸化酵素(DBH)の 欠損が あ り,そ のため後 ドー

パ ミンか ら異常酸化物6-水 酸化 ドーパ ミンが 自家生

成 され,こ れによ り視床下部,辺 縁 系,前 頭皮質 に

存在 している ノル ア ドレナ リン性報酬機構の シナプ

ス前神経終末 が損傷 されて,つ いに分裂病の基本症

状 で ある観念連合 の弛緩 と無感動症(anhedonia)を

生 じるとい う仮説 を立 てた.そ の後,WiseとSte

in47)は,慢 性分裂病者の剖検脳 後DBH活 性 の低下

を認 め,し か もこの酵 素活 性 低下 は海 馬 や間脳 に

おいて,そ の程度がやや著明であった.彼 らは,自

ら立てた仮説の証明後一歩近 づいたのであ ったが,

 Wyattら51)も 慢性分裂病者の剖 検脳 でDBH活 性 を

調べ たところ,酵 素活性 の低下 を認 め られず, Wise

らの認 めたDBH活 性の低下 は,剖 検 に至 るまでの

時間や生前服用 した向精神薬 といった人工的要因 に

影響 され た結果 である とした. Wiseら48)は,直 ち

にWyattら 自身の測定成績 を再検討 して,分 裂病脳

におけるDBH活 性低下 は有意 にな る,と反論 した.

分裂病脳 におけ るDBH活 性 に関 しては,引 続 き研

究 されな ければな らないが, DBH活 性 阻害剤 であ る

抗 酒剤Disulfiramを ヒ トが服用 す ると,脳 症 をお

こす ことがあ り12),これは ドーパ ミン系 の過 活動状態

に由 るか もしれな いと説明 されて いるので, DBHを

含 めたカテコ ラ ミン生 合成系 を分裂 病 にお いて十分

検討 す る必 要が ある.

ドーパ ミンか らノルエピネフ リンの生 合成 にDBH

が関与す る11のであ るが,こ のDBH活 性 は脳4, 34)交

感神経節,副 腎,心 臓,唾 液腺28),および血清14, 29)に

お いて認 め られ ている.こ のDBH活 性,ド ーパ ミ

ンお よびノル エ ピネフ リン量 を ヒ ト生体脳 で計 るこ

とはで きない.し たが って,末 梢 にお ける生体試料

を用 いて,カ テコラ ミン代謝産物 を測定 し,そ の中
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枢 神経系 におけるDBHを 含 めた カテコラ ミン代 謝

の状態 を推定 しなければな らない. DBHに よって生

合成 され るノルエ ピネフ リンは,中 枢神経系にお い

て は,ノ ル メタネフ リンや3-methoxy-4-hydroxy

phenylglycol(MHPG)に 代謝 され る23)が,中 で も

MHPG sulfateへ の代謝 が強調 されて いるSB)ヒ トに

おいて,脳 脊髄 液 中のMHPGを 中枢 ノル エピネフ

リン代 謝 の指標 として測定す る試み3. 33)がな きれ て

いるが,尿 中MHPG量 が脳 中ノルエ ピネフ リン代

謝 をよ く反映す るという動物実験 の結果20, 22)から,

分裂病 を含 めた精 神病 において も尿中MHPG量 の

測定 が試 み られている13, 21.)

従来,血 液 を含めた粗 酵素材料 中のDBH活 性 の

測 定 は不可 能で あったが, Molinoffら28)や 永津 ら

14, 15, 29, 30)の努力 と工夫 によ り最近測定可能 となって

きた.最 近 さらに,血 清中には活 性型 のDBHの 他

に,か な りの量 の不活性型のDBHが 存在 す ること

が明 らかにな り, 18, 30, 36)血清DBHの 活性のみな らず

酵素 蛋 白量 を計 る試 みが なされ るようにな った.

 DBHの 活性 と酵素蛋白量 との間の相関 につ いて は,

意見が一致 していない16, 30).

血中DBHは, exocytosisと い う機序 によ り交感

神経終末の カテコラ ミン貯蔵顆粒 よ りノル エピネフ

リンと共 に放出 されて,末 梢血液 に至 つた ものが大

部分 を占 めて いる44).したが って血清DBH活 性は,

交感神経活動状態の良い指標 と考 え られ,高 血圧の

研究11, 31, 40)やス トレスの研究16, 45, 49)にお いて指標 と

して用い られてい る.ま た,末 梢DBHの 生 合成 は

中枢 の制御下に あるとす る実験結 果27)もあ り,さ ら

に分裂病の剖検脳 においてDBH活 性 の低下が あっ

た という報告47)がな されたこ とによ り,分 裂病 を含

めた精神病 におけ る末檜血液 中のDBH活 性の研究

5, 9, 19, 24, 26)が行われた-分 裂病 の血清DBH活 性 につ

いて は,一 致 した所見が得 られていな い.少 くと も

血 清DBH活 性の低下についての報告 はな い.脳 に

おける所見 との不一致の理由は不明で あるが,脳 内

ノル エ ピネフ リン代謝 を反映す るとされて いる尿 中

MHPG20, 22)が 血漿DBH活 性 と何 ら相関 を示 さなか

った とい う成績2)も あ り,血 清DBH活 性 は必 ず し

も脳 内のDBH活 性や カテコラ ミン代謝 を反映す る

ものではないの か もしれ ない.

さて,私 た ちは,厳 選 した慢性分裂病群 にお いて,

血小板 モノア ミン酸化酵素(MAO)活 性 と血漿DBH

活性 の両者 を,約12ヶ 月間の間隔 をおいて2度 測定

した.血 小板MAO活 性 が低下 して お り,し か も経

時的にかな り変動 する とい う成績 を得 た(投 稿中).

 DBH活 性 は2度 と も対 照 群値 と比較 して有意差 を

示 さなか った とい うNegativeな 成績 を得 たが,個

個 の症例 にお ける2度 の測定値 には,か な りの経年

的変化 を認 めたので,こ れ らDBH活 性の成績につ

いて この報告の中に記述 す る.

表1　 分裂病患者の臨床 的側面 と血漿DBH活 性

Mは 男性, Fは 女性.年 令 と罹 病期 間はDBH活 性の初 回測定 時の もので ある. Hebe.は 破瓜病, Schizoaff.

は分裂情動型 をあらわす.

BPは ブチ ロフェノ ン系薬剤で あ り, PZは フェノチアジン系薬剤 を示す. Familialityの 項 には,三 親等 以

内の血縁 者におけ る分裂病(ま たはその疑い)の 発生状況 を示す.血 漿DBH活 性 は)1975年(昭 和50年)と

1976年(昭 和51年)の2回 にわた り,約1ヶ 年 の間隔 をおいて,測 定 された.
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対 象 と方 法

1. 対 象

東 病 院(姫 路 市)と 三 船 病 院(丸 亀 市)の 入 院 患

者 の 中か ら, Feighnerら71とKolb17)の 診 断 基 準 を

参 考 に して,分 裂病 と診 断 され しか も慢 性 経 過 中 で

精 神 症 状 の あ ま り変 化 の な い14名 の患 者 群 を選 ん で

調 べ た.表1に 患者 群 の臨 床 的 側 面 と, 2度 に わ た

る血 漿DBH活 性値 を示 した.年 令 と罹 病 期 間 は)

第1回 の検 査 時(1975年)の もの で あ る.男 の平 均

年 令 は40.3±3.2歳 で あ り,女 の そ れ は40.8±9.8歳

で あ り,全 員 で は40.6±8.3歳 で あ った.罹 病期 間 は

18.1±6.2年 で あ り,分 裂 病 の 亜 型 と して は 破 瓜病 が

殆 どで あ っ た. 2度 に わ た る血 漿DBH活 性 の測 定

時 に 観察 した臨 床 症 状 後 は殆 ど変 化 が 認 め られ ず,

いず れ の 場合 も能 動 性 減退,感 情 の鈍 麻 と不 自然 さ,

自閉 症 が め だ つてい た.幻 覚 や妄 想 な どの 異 常体 験

もあ ま り活発 で な く,俳 徊 や街 奇 症 状 な どの 異常 行

動 もあ ま りめ だ たず,身 体 疾 患 に は罹 患 して い な か

っ た.ま た,肘 静 脈 よ りの 採血 に対 して も,協 力 的

で あ っ た. 2度 に わ た るDBH活 性 を測 定 した 時 期

に,血 圧 も測定 したが,第1回 目 に は最 高 血 圧 は138

～90mmHgの 範 囲(平 均値 とS. D.は112 .6±16.4)

に あ り,最 低 血 圧 は90～48mmHgの 範 囲(71.8±

12.6)で あ った.第2回 目は,最 高 血 圧 は140～94

mmHgの 範 囲(118.4±14.9)で あ り,最 低 血 圧 は92

～50mmHgの 範 囲(76 .4±12.9)で あ つた.使 用 され

て い た 向 精神 薬 はPhenothiazine系 お よびその類 似

薬 剤(Chlorpromazine, Levomepromazine, Etho-

propazine, Carpipramine, Thiothixene, Clothi

apine)とButyrophenone系 薬 剤(Haloperidol,

 Dipiperon)で あ り,使 用 量 は通 常 の維 持 量 の 程 度

で あ った.

この分 裂 病 群 の対 照 と して,当 脳 代 謝 研 究 施 設 の

職 員 を 当 て た.い ず れ も心 身 と もに健康 で あ る者 で,

血 縁 者 に分 裂 病 患 者 の 発生 は な か った.第1回 検 査

時 は総 員12名 で あ り,男 女 は そ れ ぞ れ6名 つつ で あ

った.総 員 の 平 均年 令 は31.5±11.6歳 で,男 は37.8

±14.0歳,女 は25.2±2.2歳 で あ った.第2回 検 査 時

も対 照 群 は12名 で あ り,男 女 は6名 つつ で あ っ た.

全 員 の平 均 年 令 は30.6±7.2歳 で,男 は35.2±6.7歳,

女 は26.0±4.4歳 で あ っ た.第1回 の対 照群 の う ち,

男3名 と女2名 の 計5名 が,第2回 の対 照 群 に含 ま

れ て い た が,全 員 が2回 に わ た っ て重 複 検 査 され た

の で は な い.

2. DBH活 性の測定

原則 と して早朝空腹時 に肘静脈 よ り採取 した血液

を, ACD-A液50)と 混合 して,凝 固を阻止 した. 170

xg, 10分間の冷却遠心分離 を行 い,血 小板 を豊富 に

含ん だ上清 を分離 した,こ の上清 を さらに3,020xg,

 10分間 の冷却遠心分離 によ り,血 小板 沈渣 と血漿 に

分 けた.血 小板 はMAO活 性の測定用 に供 した.血

漿 はDBH活 性の測定 まで, -20℃ 以下で冷 凍保存

した.永 津29)後よれば, -20℃ 以下の保存で3ヶ 月

間 は酵素活性 の変化 はお こらない とされてい るが,

私 た ちは1ヶ 月以 内に試料 を処理す るよう後 した.

血漿DBH活 性 の測定 には,永 津 ら29)の測光法 を

用 いたが,一ただ私 た ちは反応混合液 にMAO阻 害剤

Pargylineを 加 えなか った.大 宮司 ら5)も永津 らの

方法 を用 いて, DBH活 性を測定 したが, MAO阻 害

剤 を用 いな くて も,十 分 なDBH活 性 を得 ることが

可能 であった と報告 して いる.測 定方法の詳細 は記

述 しないが,そ の概略 は次 の通 りである(表2).

表2　 DBH活 性の測定方 法

対象 よ り収集 した血清 または血漿(永 津 ら29)によ
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れ ば,両 者 は同 一 のDBH活 性 値 を示す)をDBH

源 として,反 応基質チ ラ ミンと混合 し,さ ら後内部

阻害物質阻止剤(N-エ チルマ レイ ミド).助酵 素(ア

スコル ビン酸)お よび賦活剤(フ マール酸)を 加 え,

この反応混合液 を37℃ で保温 しなが ら振盪 を行 い,

オク トパ ミンを生 成 させ る.こ の オク トパ ミンを細

い陽 イオン交換樹脂 カラムで吸着分離 させ,つ いで

水洗 いのの ちに4MNH4OH溶 液 で溶 出 させ る.こ

の オク トパ ミンをNaIO4で 酸 化 させ,生 じたp-ハ

イドロオキシベンツアルデヒ ドを330nmで 吸光度 を

測定す るので ある. Blankと して は,煮 沸失活 させ

た酵 素源を用い る他 は,す べて上述の操 作を行 って

得た値 を用いた.な お,こ の方法 によ るオク トパ ミ

ン の回 収 率 を調 べ る と,略100%で あ った.

結 果

分 裂 病 群 の 個 々の 症 例 にお け る,血 漿DBH活 性

値 は表1と 図1後 示 し た.第1回 の測 定 値 の範 囲 は,

 3.0～34.0 International units(Esmol/min)/liter

(以 下I. U./L.と 略 す)で あ り,平 均 値 とS. D.は

16.0±10.5 I. U./L.で あ っ た.第2回 目の 値 の 範 囲

は2.2～29.9 I. U./Lで あ り,平 均 値 とS. D.は15.7

±8.0 I. U./Lで あ った.

図1.対 照 と分裂病の個 々の症例にお ける血 漿DBH活 性 と,そ れの経年的変動

白い角印 と丸 印はそれ ぞれ対照の男 と女 を示 し,黒 い角印 と丸印は分裂病の男 と女 を示 し,さ らに実線(男)

と破 線(女)で 結 んだ測定値は同一個人の約1ヶ 年の間隔 をおいた もので ある.各 群の中央 に引いた黒い横棒

は平均値 を示 す.

分裂 病例 はすべ て経年的 に測定 されてい るが)対 照例 は5名(男3名,女2名)の みが2度 測定 され ている.
一見 して

,血 漿DBH活 性 には,広 い範 囲で個人差の あることがわか る.ま た対照 と分裂病の両群 と もに,経

年 的にあま り変動 を示 さな い例 と,増減 どち らかに大 きく変動す る個体 とに2大 別で きるよ うな印象 を受 ける.

Changes in plasma DBH activity of 

normals and Schizophrenics

正 常 対 照 群 の 個 々の 値 は,図1に 示 した が,第1

回の測 定 値 の範 囲 は6.4～39.3で あ り,平 均 値 とS. D.

は22.1±10.0で あ った.第2回 の 値 の 範 囲 は, 0.1～
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39.9で あ り,平 均値 とS. D.は20.4±10.1で あ った.

2度 後わた る分裂病群 と対照群の血 漿DBH活 性

の測定値 は,男 女別および全員 に分 けて,平 均値 と

S. D.に して,表3後 ま とめて示 した.平 均値で見 る

限 りにお いては,両 群 ともに経年的変化は統計的 に

有意 な ものではなか った.対 照群 にお ける全員が2

度 にわ たって追跡調査 きれたのでない ことは対象 と

方法の項で ことわっておいたが,重 複測定 された5

名のDBH活 性 値のみをまとめてみ ると,そ の値 の

範囲 は第1回 目が19.1～39.3で あ り,第2回 目は12.6

～39.9で あった.平 均 値 とS. D.は それぞれ第1回

目が27,9±10.4と 第2回 目は25.5±9.7で あった.い

ず れの平均値 も,対 照群全員の平均値 よ りも少 し高

いが,こ の重複対照例群 の平均値の経年的変化 はや

は り有意の ものではなか った.

分裂病群 と対照群の平 均DBH活 性値 は, 2度 に

わたる測定の間に有意 の変化 は認め られなかったが,

両群 にお ける個 々の症例の血 漿DBH活 性後はかな

り大 きな経年的変化 が認 め られた.す なわ ち,第1

回測定時のDBH活 性 の値に対 す る百分率 で第2回

目の値 を もとめると)分裂病症例 では50～250%の 範

囲後あ り,相 当大 きな増減が認め られた.重 複測定

された対照例においても, 42～166%の 範囲 で増減が

示 されて いた(図1).

表3に 示 された2度 にわたる分裂病群の血漿DBH

活性は,そ れぞれの対照群に比較 して,や や低 い平

均値 を示 したが,こ の差は統計 的には有意で はなか

った.

なお,分 裂病群 と対照群 とのDBH活 性 を,男 女

に分けて比較す ると,い ずれの群 において も,2回

にわたる測定 時に,男 よ り女の平均DBH活 性値の

方 がやや高 い値 を示 した.統 計的処理 では,対 照群

の第2回 目の測定値においてのみ傾向差が示 され た

(P＜0.1).

考 察

分 裂 病群 と対 照群 の両 者 において,個 々の血漿

DBH活 性値 にはかな り大 きな範 囲 の差 異 が認 め ら

れ,し か も2度 にわたる測定時 において もそれ ぞれ

同様の傾向 が示 された.永 津 ら29)によれば,54名 の

正 常 人 の血清DBH活 性値 は3～100 I. U./L.で あ

り, Meltzerら26)も 永津 ら29)の測定方法によって73名

の正常対照群 で0.2～71,7の 血清DBH活 性値(26.4

±15.2)を 示 して お り,さ らにSchanberg40)も 同

じ方法 を用 いて82人 の健康人において2～100の 活性

値 を示 した.ま たMolinoffら28)の 酵素 アイソ トー

プ連結法 を用 いて, Horwitzら11)は90名 の健康対 照

群の血 清DBH活 性 を調べ, 5～581と い う大 きな個

人差 の範 囲 を示 し, Markianosら24)も アイソ トー

プを用 いた測定方法 によ り91名の正常対照群 で60.9

±34.2と い う測 定値 を得ている.私 たちの研究 にお

ける,分裂病群 も正常対照群 も血漿DBH活 性値 は,

上記 した他の報告者た ちの示 す活性値 の範囲 内にお

さまる.い ずれに して も,血 清DBHは きわめて大

きな個体差の ある活性値を示 す酵素 であ る.

表3.　 正常対照群 と分裂病群の血漿DBH活 性

すべ ての値 は,括 弧内に示す測定数(N)後 対す る平均値 と標準偏差値 であ らわ してい る.対 照群 と分裂病群

は,男 女別および全員 に分 けてDBH活 性を まとめてい る.ま た各群の2度 にわた るDBH活 性 は, 1975年 と
1976年 の各段後示 している. two-tailed Students't-testを 用 いて統計 的処理 を行 ったが,対照群 に対 す る分裂
病群 の平 均DBH活 性の低下は有意 とはな らず,ま た対 照群 と分裂病 群 とにお けるDBH活 性 には経年 的有 意

差 は認め られなか った.対 照 と分裂病 の両群 を,そ れぞれ男女 に分 けてDBH活 性 を見 ると,常 に女の方 がか
な り高い平 均 値 を示す が,統 計的に は対照群の1976年 の測定値(15.3対25.4)の みに傾 向差 があ った(P＜0

.1).

分裂病群において も,正 常対照群 において も,血

漿DBH活 性が約1ヶ 年の間隔 をおいた測 定で平 均

値 に大差 を示 さなか ったが,個 々の例 では大 きな増

減が認め られた.特 に分裂病群 後おいては,い ずれ

の症例 も精神症状 に著 しい変動 が認 め られなか った

にも拘 らず, DBH活 性の増減 は大 きかった.血 清

DBH活 性 は遺伝的制御下 にあることが強調 され35, 46),

個人 にお いて は経時的変動 が少な い11, 26, 29)と されて

いる.永 津29)は1名 の健康 成人男子を20日 間 にわた

り血清DBH活 性 を追跡 して,最 低値 に対 して最高

値は わずか に7%増 であ った と述 べた. Horwitz11)
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は12名 の高血圧患者 の血清DBH活 性 を数 ケ月 間反

復測定 した ところ)そ の値の変動 はきわめて狭 い範

囲であった, Meltzerら26)も2名 の正常対照者 と6

名 の精神病者(分 裂病 と情動病)を2ヶ 月間 にわた

って血 清DBH活 性 を反復測定 したが,両 者 ともに

活性値 の変化率は5～15%の 範 囲であった と述べて,

この変化 は主 に実験誤差 の内に入 るもの とした.こ

れ らの報告 は,追 跡の長 さにおいて私 たちの場合 と

異 なるが,そ のDBH活 性 の経時的変動 につ いて も

成績が一致 しない.

大宮司 ら5)は28名の分裂病者 を約30日 間追跡 して,

精神症状の変動 の大 きい症例で は血清DBH活 性値

の変動が大 きく(初 回測定時 に対す る百分率で あ ら

わす と, 50%～200%の 値 を示 した),症 状の比較的

安定 した 症例 ではDBH活 性値 の 変動 が少 なか っ

た と述 べてい る.大 きなDBH活 性値の変動 とい う

点 では,私 た ちの成績 と一致す るが,私 た ちの分 裂

病者 では症状 に殆 ど変化のなか った症例 を調べ たの

であ り,し か も対照例 において もDBH活 性の大 き

な変動 が認 め られたので,大 宮司 らと異 なる点 もあ

る.正 常対照例で も,一 見症状 の安定 してい るよ う

に見 える慢性分裂病例 において も, 1年 間 の経過 の

うちには,よ く気づかれない外部環境 因子 や内部 因

子の影響 によって血清DBH活 性 が変化 す るのか も

しれ ないが,今 後の研究 を待 たなければな らない.

もっと も私た ちの研 究対象 の一部(分 裂病者 と対照

例の両者 にお いて)で は,血 漿DBH活 性 の経年 的

変動 は10%以 下であ った.従 って長 い期間 にわたっ

てDBH活 性の変化 の少 ない個体 もあ るよ うであ る.

分裂病群 を血清DBH活 性値 とい う点 か ら,大 きな

経時的変動 を示す症例群 とあま り変動 を示 さない群

に分 けて,自律神経機能 などを指標 にして調べた り,

さらに向精神薬に対 す る反応 を調べ たりする ことに

よ り,分 裂病の細分類や治療 薬に対す る反応 の予測

などに役立 ちはしないか と期待 してい る.

血 漿DBH活 性値 は,対 照群 と分 裂病群 との両者

にお いて,男 性後比較 して女 性の方 が常 に高 い平均

値 を示 した.こ の点 に関 しては,永 津 ら29)が正常健

康 人の血清DBH活 性を,男 女 に分 けて示 してい る

が,男 で は41.9±26.4(N=34),女 では43.8±28.5

(N=20)で あった.女 の方 がわずかに高 いが,永

津 らは この平 均DBH活 性値 の性差 には言及 してい

ない.そ の他 の報告 では,男 女 に分 けてDBH活 性

値 を観察 していなか った.永 津 らの報告29)にお け る

性差 に較 べ ると,私 た ちの場合 ははるかに大 きな男

女差 を示 したが,統 計的処 理 を行 った ところで は対

照 群の第2回 目の測定 において女 の血 漿DBH活 性

平 均値 が有 意 に高か った(P＜0.1)だ けで,そ の

他 はすべ て有意差 とはな らなかつた.

動物 の血清 や脳 におけ るDBH活 性の研究18, 27, 91,
 37, 36, 44)でも

,殆 ど雄性動物 を用 いているか,ま たは性

を区 別 しないで使用 して お り,従 って血 清 や脳 の

DBH活 性 の性差 については全 く調べ られて いない.

私 たちは,分 裂病 群 や 健康 者 群 にお いて,血 小板

MAO活 性の研究 を続 けて きたが,男 よ り女 の平均

MAO活 性 の方 が高 いことを確か め,そ の理 由につ

いて考察 した42).今後 のDBH活 性の研究においては,

血 液 を含めた身体諸組織 につ いて,性 差 につ いて調

べて行 く必要が あると思 う.

さて,私 た ちの 研 究 で,分 裂 病群 に おける血 漿

DBH活 性 の平均値 は,対 照群 の平 均値 に比較 してわ

ずかに低 か ったが,統 計的 には有意差 とはな らなか

った. Meltzerら26)は 分裂病 群の血 清DBH活 性 を

測定 してお り,平均値 では対照群よ り13%低 い値 を得

たが,統 計的 な有意差で はなかった.さ らにMeltzer

らは,分 裂病群 を,急 性群 と慢 性群,ま たparanoid

群 とnonparanoid群 に分 けてDBH活 性 を調べ た

が,い ずれ も対照群 に対 して有意差 を示 さなか った.

 Goldsteinら9)も,酵 素 アイ ソ トー プ連結 法 を用 い

て,や は り分裂病群 と対照群の間 に,血清DBH活 性

値 の有意差 を認 めることがで きなか った.と ころが,

 Markianosら24)は 血清(酵 素源)と14C-tyramine

を反応 させ,一 定量の反応混合液 をシ リカゲル薄尸

板 上 に展開 させ,放 射能 スキ ャンナーで14C-octo

pamineの ピークを認 め,こ れよ り血 清DBH活 性値

を求 め るとい う方法 を用 いて,分 裂病群 においては

対 照 群 に較 べて 有 意 に高 いDBH活 性 値 を得 た.

 Markianosら によれ ば,血 清DBH活 性の増加 は生

理 的作 用点 後お けるこの酵素 の減少 と解釈 されてい

る. DBHが 減 少すれ ば,ノ ル エ ピネフ リンの 生 合

成系 で ドーパ ミン水酸化が律速段階 とな り,ド ーパ

ミンが ノル ア ドレナ リン性神経系 後蓄積 し,そ れ が

“ 偽性"神 経伝達物質 として働 く可能性 があ るとい

うので ある.ま た血 清DBH活 性 の高 い人 々は,ス

トレスや薬剤 に対 して感受性 が高 い可能 性が あると

説 明 して いる. Markianosら の成績 においてのみ,

血清DBH活 性 が高 いのは,単 に測定方 法の相違 に

よ る ものか,も っと他の要因が あるのか不明 であ る.

分裂 病 群 にお ける血 清DBH活 性(と 血 漿DBH

活性)が 正常範 囲であ ることは, Wiseら47)の 分裂
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病脳におけ るDBH活 性低下の報告 か ら抱 いた予想

とは異 な る ものであ った.も っと も分 裂 病血 清 の

DBH活 性が高い とい う結果か ら,生 理的作用点(ノ

ル ア ドレナ リン性 シナ プス?)に お けるDBHの 減

少 があ るとす るMarkianos24)の 解釈は, Steinら191

の仮説 に矛盾す る ものではない.い ず れ後 して も,

血清DBH活 性 は脳DBH活 性 とは何 ら関係のない

ものであ るのか,あ るいはWiseら の成績 は,や は

りWyattら51)の 指摘す るよ うに,死 後 脳 後お ける

artefactな のか,な お今後 の検討 を要す る問題であ

る.さ らに,血 清 を含 めた諸組織にお けるDBH活

性のみな らず,ド ーパ ミンや ノルエ ピネフ リンの正

確な測定 が行 われな ければな らない ことは当然で あ

ろ う.

結 語

WiseとStein43)は,慢 性分裂病患 者の死 後脳 に

おいて,ド ーパ ミンか らノルエ ピネフ リンを生成す

る ドーパ ミン-β-水酸化酵素(DBH)の 活性 が低下

してい る,と 報 告 した.このDBH活 性 は,血 清(ま

たは血 漿)の 中 後おいて も認 め られ,分 裂病患者群

の血清DBH活 性 が測定 されたが,そ の所見 は必ず

しも一致 していない.

私 た ちは, 14名 の慢性分裂病患者(男4名 と女10

名,年 令は40.6±8.3歳)の 血漿DBH活 性 を,約1

年の間隔 をおいて2度 測定 して)経 時的変動 を調べ

た り,またそれ ぞれ対 照群 と比較 した.血 漿DBH活

性 は,永 津 ら29)の方 法に準 じて測 定 した.

先ず血 漿DBH活 性 は,分 裂病群 と対照群の両者

にお いて,大 きな個人差 が認 め られた.こ のDBH活

性の大 きい範囲での個体差 は,永 津 ら29)をは じめ多

くの報告者の示す ところで ある.

分裂病群の血漿DBH活 性 の平均値 は2度 とも,

対 照群 の平均値 に比較す るとわずかに低 か ったが,

統計的には有 意でなか った.ま た2度 にわた る分裂

病群のDBH活 性の平 均値 を較べ て も,経 年 的な変

化は認 め られ なか った.

分裂病 の個 々の症例の血漿DBH活 性 を調べ ると,

これ らの患者 が慢性欠陥状態 であって分裂病症状 が

殆 ど著 しい変化 を示 さない症例 であ つたに も拘 らず,

 DBH活 性 には大 きな経 年的変動(増 加 また は減少)

が認め られた.こ の個体 における大 きな経年的変 動

の傾向 は,対 照例 において も認 め られ た.

分裂病群 と対照群 の血 漿DBH活 性 は,い ず れ も

性差 を示 し,男 よ り女 の方 が高 い傾向が あった.

血 中DBHは ノルエ ピネフ リンとと もに交感神経

終末 より放 出 された もの とされてお り14)交感神経活動

の指標 と考 え られるが,血 漿DBH活 性 と脳 中DBH

活性 とは直接 の関係 はないよ うで ある.し か し同一

個体 で脳 と血漿 のDBH活 性 を同時測定 す るまでは,

結論 を出す ことはで きない.

本研究は,文部省科学研究 費(総合A)No. 037032に よ

った.三 船通雄院長 と東漸院長の援助と理解を感謝す る.
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Plasma dopamine-ƒÀ-hydroxylase activity in the chronic schizophrenia

T. SHOHMORI, T. KANEYUKI, K. MITANI,

T. DOI and M. KOHSAKA

Institute for Neurobiology, Okayama University Medical School

Okayama, Japan

Dopamine-beta-hydroxylase (DBH, EC 1.14, 2.1) is the enzyme responsible for the final step 

in norepinephrine biosynthesis and recently the development of a sensitive assay system has 

permitted the detection of DBH activity in serum, brain and other tissues. Wise and Stein were 

the first to report a significant DBH activity reduction in post-mortem brains obtained from 

chronic schizophrenic patients. After this report, several studies were performed on serum 

DBH activity in schizophrenic subjects without any consistent results.

In this study we examined plasma DBH activity in 14 chronic schizophrenic in-patients 

(4 males and 10 females, 40.6•}8.3 years).The patient plasma DBH activities were investigated 

twice at intervals of 12 months and compared with normal volunteers. The volunteers were 12 

laboratory personnel (6 males and 6 females, 31.5•}11.6 years) in the first control group, and 

12 laboratory personnel (6 male and 6 females, 30.6•}7.2 years) in the second control group. 

Five of the same laboratory personnel (3 males and 2 females) were tested in both control 

groups. Plasma DBH activity was determined according to the photometric assay by Nagatsu 

and Udenfriend using tyramine as substrate. DBH activity was expressed in international units 

(ƒÊmol/min)/liter plasma (I. U./L.). Statistical comparisons were made with two-tailed Students' 

t-test.

DBH activities ranged widely from 3.0 to 34.0 I. U./L. (in the first determination) and from 

2.2 to 29.9 (in the second) in the schizophrenic group, while ranging from 6.4 to 39.3 (in the 

first) and from 0.1 to 39.9 (in the second) in the control group. The two mean values of patient 

plasma DBH activity (16.0 in the first and 15.7 in the second) were insignificantly lower than 

the corresponding control values (22.1 in the first and 20.4 in the second). There was no dif

ference between the two mean values of plasma DBH activity in the schizophrenic group.

A consistent tendency for higher plasma DBH activity was recognized in females than in 

males both in the control and in the schizophrenic group.

The plasma DBH activity of individual subjects both in the schizophrenic group and in the 

control group who had two determinations at intervals of 12 months, showed rather great 

variations (50% decrease to 150% increase in the schizophrenic and 58% decrease to 66% increase 

in the control) over one year period without any appreciable psychological and psychotic 

changes.

We failed to find any abnormal levels of DBH in chronic schizophrenic plasma whereas Wise 

and Stein observed a reduced DBH activity in chronic schizophrenic brains . No relationship 

between plasma (or serum) DBH activity and brain DBH activity would be expected on the 

basis of our study and other previous works.


