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緒 言

1937年 に ソ ビエ トの生 化 学 者Braunsteinら1)が

トランスア ミナ ー ゼ(以 下TAと 略 す)の 存在 を発

見して以来,多 くの研究者によつて広範かつ多数の

業績が発表され,ア ミノ酸代謝において この酵素 の

果す役割の重要性が認め られ るに至つた.現 今で は,

 TAが 動物の各種組 織に広 く存在 し,多 数のア ミノ

酸がTAに よつて起 される トランスア ミネー ション

に関与す ることが明 らか にされているが,脳 組織 を

用いて多数のア ミノ酸 の関与を広範に研究 した もの

は比較的に少ない.既 に,多 数のア ミノ酸の トラン

スア ミネー ションを同一組織を用いて測定 した報告

が, Cammarataら2)やAwaparaら3)に よつてな

されているが,彼 等の実験は心,肝,腎 組織を主 な

材料としてお り,脳 組織 についてはAwaparaら が

数種のア ミノ酸の トランスア ミネーシ ョンをみたに

過ぎない.し か し近年 になつて行われた住田4)の マ

ウス脳における研 究や,下 等脊椎 動物を用いて行つ

た今井5) 6) 7)の 比較生化学 的研究,さ らに ニワ トリ

脳とその発生 および発育の過 程 を 追 つた山田8) 9) 10)

の研究などにおいては, 20種 類 を越え るア ミノ酸 に

ついて動物脳組織 のTA活 性を広範 に測定 してい る.

近年になつて脳 の生化学的研究 は目覚 しい進展を

みせたが,こ れに伴つて脳代謝 の特異性が次第に明

らかにされ,な かで もア ミノ酸代謝にお ける脳の特

殊な機能が問題 とされ,殊 にグルタ ミン酸(以 下G

酸と略す)が 脳代謝に占める意義の大さが認識 され

て, G酸 代謝 と脳機 能,ひ いては精神機能 との相関

が盛んに論 じられている11).しか しなが ら,最 も複

雑かつ活溌な精神活動発現を示す ヒ トその他 の高等

動物の脳を用いた生化学的研 究は比較 的に少な く,

ごく近年になつてか ら漸 く盛 んにな り始 めたに過 ぎ

ない.こ れはやは り,新 鮮な ヒ ト脳組織を実験に供

することが,種 々の制約を受 けて容易でないことに

原因すると思 われる.

今回,私 は高等動物脳について生化学的研究を行

なつた.す なわち,哺 乳類の中か ら精神機能の よく

発達 したものと して タイワンザ ルおよびヒ トを実験

材料 に選び,こ れ らの脳組織 におけるア ミノ酸代謝

の一面を, G酸 を中心 とした トランスア ミネー ショ

ンの側か ら捉え ようと試みた.ヒ ト脳 は,多 量の酵

素材料を得る目的 と,新 鮮脳組織の入手難か ら,本

研究では死後 の ヒ ト脳組織を実験に用い た.

上記の タイワンザル脳 および死後の ヒト脳か ら得

た酵素材料を用いて,多 数のア ミノ酸 と α-ケトグ

ルタール酸(以 下 α-K酸 と略す)と の間に起 る ト

ランスア ミネー ションを,生 成す るG酸 量を指標と

し,ペ ーパー クロマ トグラフ法を応用 して測定 した.

これによつて,各 種ア ミノ酸に対 する脳組織のTA

活性のパ ターンについて若干の知見を得たので報告

する.

実 験 材 料

1)ア ミノ酸および α-K酸 はいずれ も特級品 を

選 んで用いるように した.ま たア ミノ酸はで きる限

りL-ア ミノ酸を用いるようにつ とめた.

2)酵 素材料

(i)タ イワンザル(Pithecus cpclopis)は 雄性

成熟ザルを用いた.断 頭直後に取 り出 した脳か ら手

早 く必要材料を採取 し,こ れをいつたん ドライアイ

スにて氷点下に保つた密閉容器 内に凍結保存 してか

ら実験 に供 した.採 取材料は,大 脳半球の皮質灰白

質を注意深 く切 り取 つて集めたものを 「大脳皮質」
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とし,同 様に して 「大脳白質」 およ び 「小 脳皮質」

を材料 として得たが,サ ル大脳白質か らは充分な量

の材料 は得 られなかつた.

(ii)ヒ ト脳は病理解剖あるいは法医解剖の対象

となつた死体か ら採取 した,第1例 は27才 の健康男

子で,事 故 による大量出血の結果急死 した もので,

剖検 時に脳には肉眼的に異常を認 めず,材 料の凍結

保存晴には死後約10時 間を経過 していた,タ イワン

ザ ル脳の場合と同様に して材料 を 採 取 し,「健常 ヒ

ト脳」 として実験 に用いた.

第2例 は70才 の女子で,老 人性痴呆を呈 し,心 不

全 にて死亡 したが,剖 検時 に著 しい瀰漫性脳萎縮 と

脳 動脈硬化を認めた.と くに高度 の萎縮を示 した前

頭葉 より大脳灰白質を切 り集めて,「萎 縮 脳 大脳皮

質」 として用いた.萎 縮 高度のために白質が僅 かに

混入す ることを避 けられなかつた.材 料の凍結保存

時 には死後約5時 間を経過 していた.

上記の凍結保存材料はすべて1週 間以内に実験 に

供 した.

これ らの材料 を1/15M pbosphate buffer(pH 7.6)

で10倍 のhomogenateに 作成 し,こ れを酵素材料 と

して用いた.

実 験 方 法

1) Incubation:

ツ ンベ ルグ管を容器 として,予 め中性化 したそれ

ぞれ50μM/0.5ml濃 度の各ア ミノ酸 と α-K酸 の

溶液,お よ び1/15M phoephate buffer(pH 7.6)を

用いて,第1表 に示す如 きreaction systemを 構成

せ しめた,気 相は,灼 熟せ る銅網 とアルカ リ性 ピロ

ガロー ル液を通過 させて酸 素を充分に除いた窒素 ガ

スにて入念 に置換 した.し かる後,ワ ー ルブルグ装

置 を用いて38℃ 水浴中で10分 間の予 備 振盪を行 な

い,次 いで主室 と側室の溶液を完全に混和 し,さ ら

に38℃ 水浴中で60分 間振盪 した. incubation終 了

後直 ちに氷冷水中にて無 水アル コール7.0mlを 注 ぎ,

蛋 白凝固を来す まで充分に振盪混和 した後, 15分 間

の遠沈 によつて不溶性成分 を除 き,そ の 上 清 か ら

0.05mlを 取つてペーパ ー クロマ トグ ラフ法 に供 し

た.な お,酵素活性の低下 を防 ぐために, homogenate

作成よ りincubation開 始に至 る間を厳重な氷冷温度

にて操 作 した.

2)ペ ーパー クロマ トグラフ法 による分離定量:

前記 の上清液0.05mlを 東洋 濾紙No. 50(2×40cm)

に塗布 し, 75%含 水 フェノールを溶媒 として一次元

上昇法 によつて展開 した.こ の方法で はG酸 とセリ

ンの分離が悪いが3),定 量に充分なだけ分離させる

ために, 16～24時 間をかけて展開せ しめた.展 開終

了後0.3%ニ ンヒ ドリン ・水 飽 和 ブタノール溶液の

噴霧,乾 燥後の加 温によつてア ミノ酸を発色せしめ

た. G酸 のspotを 含む濾紙をそれぞれ 等面積に切

り取 り, 50%プ ロ ピー ルアル コール液2.5mlを 加え

て色素 を抽出 し,得 られ た呈色液 をColeman Junior

 Spectrophotometerに て波長570mμ で比色定量した.

なお定量のstandardに は, 20μM/10ml G酸 溶液の

0.05mlを 濾紙に塗布 して同時に展開して得た呈色

斑を含む濾紙を,ま たblankに は否色のない部分の

濾紙 を,そ れぞれ等面積に切 り取つて用いた.各 実

験のG酸 生成量は,ア ミノ酸をreaction systemか

ら省いて行なつた生成量を対照値 として差引き補正

した.

実 験 成 績

前述の実験方法 によつて生成するG酸 が,ど の程

度 の精度 にて検 出定量 されてい るかを検討するため

に,第1表 のreaction systemの うち,ア ミノ酸液

を既知量のG酸 を含む溶液0.5mlに して行なつて,

再びG酸 を検出定量 して附加G酸 量と比較した.第

2表 にかかげ られ た結果 か ら分 るように,私 の得た

成績 の1μM/tubeな い しそれ以下の数値は誤差の範

囲に属 し,確 実 とは云えない.

I.タ イワンザル脳におけるTA活 性

第1表　 Reaction system*

* Awaparaら3)の 方 法 を踏襲 したが,

 hemogenate量 お よびDL-ア ミノ酸

量 は異 る.

第2表　 脳組 織homogenateに 附 加 したG酸 の

38℃, 1時 間incubate後 の検出(ラ ッ

テ脳, 4例 平均)

* 検出量は対照を差引いて補正してある.
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第3表　 α-ア ミノ酸 とα-K酸 か らのG酸 生成

(タ イ ワ ン ザル脳)

* 単 位: μM/tube/hour

† per-cent transaminated:加 えた ア ミノ酸

量 に対 して 転移 ア ミノ酸 量 を百 分 率 で 示 す.

1)第3表 は10種 の α-アミノ酸 と α-K酸 との ト

ランスア ミネーシ ョンの成績で ある.大 脳白質 につ

いては材料不足 のために ヒスチ ジン,プ ロ リン,セ

リンの測定を省略 した. TA活 性 は各部 ともアスパ

ラギ ン酸のみが抜群に活性が高 く,そ れに次いで ロ

イシン,バ リンが高いが,ア ラニン,バ リン,フ エニ

ールアラニ ンは大脳皮質が他 よりも低 い
.ア ラニ ン

は小脳皮質,大 脳白質,大 脳皮質 の順 に低 く,近藤12)

のイヌ脳では大脳皮質 に最 も高い とい う報告 とは一

致 しない.ア ラニ ン同様に ロイ シンとメチオニ ンも

小脳皮質が他よ りも高い活性 を示 した.

2) 3種 の ω-アミノ酸 に関す る成績を第4表 にか

かけたが,表 にみ る如 く,大 脳皮 質 に おける γ-ア

ミノ酪酸(以 下Gabaと 略す)の 著 しく高 い活性 や,

同部位におけるγ-アミノ-β-オキシ酪酸(以 下Gabob

と略す)の 僅 に高い活性が 目立つほかは,一 般 に低

第4表　 ω-アミノ酸と α-K酸 からのG酸 生成

(タ イワンザル脳)

* ƒÊM/tube/hr
. •õ per-cent transaminated

第5表　 ジア ミノ酸,シ ス テ イ ン酸お よび タ ウ

リンと α-K酸 か らG酸 生成(タ イ ワ

ンザ ル脳)

* ƒÊM/tube/hr
. •õ per-cent transaminated

い活性値を示 した.ま たGabaは 他の部位では殆ん

ど活性がみ られ なかつた. β-アラニ ンは各部に大差

な く僅かの活性 を呈した.

3)第5表 にあげたものは3種 の ジア ミノ酸とシ

ステイン酸,タ ウ リンについて得た成績であ るが,

大脳白質ではアルギニンとシステイン酸の測定を省

略 した.活 性は システイン酸に最も高 く,オ ルニチ

ンが これに次ぎ,タ ウ リンは各部 ともに殆ん ど活性

がみ られない.リ ジン,ア ルギニンの活性 は僅 かで

あつた.部 位 による差異 は,シ ステイン酸が大脳皮

質に高いほかは余 り著明ではなかつた.

4)各 部位全体 としてのパ ター ンを眺 めると,ア

スパ ラギ ン酸,シ ステイン酸 に活性が特 に高 く,ア

ラニン,バ リン, Gabs, Gabobが 目立 つ た例外で

あるほかは,部 位毎の活性は ほぼ大差ない模様を描

いている.

Ⅱ.ヒ ト脳 におけるTA活 性

1) 11種 の α-アミノ酸 について 行 なつた成績を

第6表 に示 した.ま ず健常脳の成績か ら眺め ると,

各部 ともアスパ ラギン酸の活性が群を抜いて高 く,

部位的にはセ リンとアスパ ラギ ン酸が大脳皮質に高

くなつている.小 脳皮質では ヒスチジ,ン ロイシン,

バ リンがそれぞれ他の部位 よりも高い.ま た大脳白

質ではア ラニ ン,フ エニールア ラニンの活性が他に

較べて幾分低い.萎 縮大脳皮質を健常 大脳皮質 と較

べ ると,ア スパ ラギ ン酸の活性が健常大脳 白質の水

準 にまで低下 してお り,逆 にア ラニ ン,ヒ スチジ ン,

プロ リン,バ リン,ロ イシンなどは健常大脳皮質 よ

りも目立 つて高い.そ の他 のものは大体健 常脳 と同

程 度 の 活 性 を 示 した.

2)第7表 にあげた3種 の ω-アミノ酸 の 成績を

眺 めると,健 常脳 および萎縮脳 ともに全ア ミノ酸 の
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第6表　 α-ア ミノ酸 と α-K酸 か らのG酸 生 成(ヒ ト脳).

* ƒÊM/tube/hr . •õ per-cent transaminated

第7表　 ω-ア ミ ノ酸 と α-K酸 か らのG酸 生 成(ヒ ト脳)

* ƒÊM/tnbe/hr . •õ per-cent transaminated

第8表　 ジ ア ミノ酸,シ ス テ イ ン酸,タ ウ リンと α-K酸 か らのG酸 生成(ヒ ト脳)

* ƒÊM/tube/hr
. •õ per-cent transaminated

TA活 性が著 しく低 い.そ の中でGabobが 萎縮 大脳

皮質で僅 かなTA活 性を現 わしておつて,活 性 を全

く認めない健常脳各部 と異 なつている.

3) 2種 のジア ミノ酸 とシステ イン酸,タ ウ リン

における成績を第8表 にかかげた.ま ず健常脳をみ

ると,シ ステイン酸が各部 ともに他のア ミノ酸 より

著 しく高い活性 を示 した.部 位別 にはオルニチンと

システ イン酸の活性が大脳白質で低 く,リ ジンは大

脳皮質において全 く活性を呈 しない.タ ウリンは各

部を通 じて活性を認 めなかつた.

萎縮脳 および健常脳の大脳皮質を比較すると,オ

ルニチ ンが前者 においてかなりの活性増加を認める

ほかは,ど のア ミノ酸 も健常大脳皮質と同程度の活

性 を示 した.
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4)健 常 ヒ ト脳のTA活 性パ ター ンを部位別に一

覧すると,ど の部において もアスパ ラギ ン酸の活性

が群を抜 き,シ ステ イン酸が これに次いでい る.部

位間の目立つた相 異は,ロ イシン,バ リン,ヒ スチ

ジン,リ ジンの活性で,他 のア ミノ酸は大差 のない

似たパ ター ンを描 いてい る.萎 縮大脳皮質 と健常大

脳皮質のTA活 性パ ター ンを較 べ ると,オ ルルニチ

ン,バ リン,ロ イシ ン,プ ロリン,ヒ スチ ジンCabob

の活性に著 しい差 異がみ られた.

5)タ イワンザル脳と健常 ヒ ト脳の活性 を比較 し

てみた所では,ア スパ ラギ ン酸,ア ラニ ン,ロ イシ

ン,オ ルニチンはともにサル脳の方に活性 が高い.

また,ヒ ト,サ ル ともにGaba, Gabobの 活性が一

般に著 しく低いが,サ ル大脳皮質 に限つて高い活性

を認めた.

考 按

以上の実験成績 か ら結論を導 くに先立つて検 討を

加えるべ き問題に遭遇す る.第一に,死後 に得た脳 の

成績と,生 きた動物か らの成績 を比較す ることの妥

当に疑問が生 しる.こ の問題を探究 したRobinsら13)

は,実 験的に尿毒症を起させた ウサギ脳を用いて,

ア スパ ラギ ン酸-G酸TAを 含 む10種 の 酵素 に

ついて死後の活性の変 動 を 測 定 した が, phospho

fructokinaseを 除 く他の酵素は死後6時 間に於 いて

も2時 間後と比較 して大 きな変 動を認めなかつた.

この時,小脳皮質3層 のTAを 測定 して,死 後6時 間

での各層間の変化 の差が1% levelに 留 まると報告

した.そ こで,死 あ る い は そ の 際 に起 るagonal

 conditionが 死 後 酵素活性に及 ぼす影響が少ない と

いうRobinsら の意見をそのまま取 り入れて,私 は

死体か ら得 たヒ ト脳の成績 をそのまま生 きた動物か

らの成績 と比較す る事に した.

次に,病 死者か ら材料 を得 る場合に問題 とな るこ

とは,死 亡前の短 い期間にかな り濃厚に薬物の投与

を受ける例が多い ことで ある. In vitroで 脳組 織に

中枢抑制剤を加えた私の研究14)では, TAが 阻害 さ

れる結果が得 られた.ま たTickner15)は クロールプ

ロマジンが脳組織のamine oxidaseを 阻害す ると報

告 しているし,ほ かにも脳の酵素系を向中枢薬が阻

害ないし促進 するという成績は多 数ある.教 室 にお

ける一連の研究においても,種 々 の向 中枢薬 をin

 vivoに 投与することによつて,動 物 脳 髄のア ミノ

酸量に変動を生 じることが明 らかにされて いる.こ

れらのことか ら,私 は死後の ヒ ト脳 の材料は,死 亡

ま近かに多量の向中枢薬の投与 を受 けたもの はな る

べ く用いないよ うにつ とめた.本 実験 に用いた脳萎

縮例 において は幸いに こういう問題 をまぬがれてい

る.

さて,こ こで比較生化学の立場か ら私の得 た成績

を眺 めるために,第9表 では下等脊椎動物に関する

第9表　 下等脊椎動物脳との比較

* 引 用 した 今 井5),山 田8) 16)の 実 験 は ア ミノ酸,

 α-K酸 とも75μM宛 を 用い て い るの で,反 応

率 は僅 に 低 下 して い る(第10表 参 照).

† L-ア ラニ ンを 使 用 した.

‡ 山 田16)の 成績 を 引用 した.

他の研究者の得た成績を私 の もの と並 べてみた.

 Reaction systemの 多少の相異があるので,比 較 は

すべて各 ア ミノ酸 の反応率によることにした.タ イ

ワンザ ル脳と ヒ ト脳はいずれ も大脳皮質 の成績 をか

かげた.そ の他 はすべて全脳であ る.

先に指摘 した ように,サ ルの大脳皮質でGabaの

活性が著 しく高い.こ れはSalvadorら17)が サ ル脳

で得た成績 の約2倍 の活性にあたり,小 脳の活性 と

の比較において も, Salvadorら が大脳皮質は小脳皮

質の活性 より著 し く低 いとす る報告 と全 く逆の結果

を私は得 た.更 に実験例を加えてか ら検討すること
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第10表　 異 る ア ミノ酸 量を 加 えた とき の*

反 応 率 の比 較

(ラ ッテ脳homogenate, 3例 平均)

* ア ミノ酸 お よび α-K酸 の 含 量 以外 は す べ て

第1表 のreaction systemで 行 つた.

に したい.

また,ラ ッテ脳において アラニ ンの活性が ロイシ

ンの数倍 も高 いとす るAwaparaら3)の 報告が ある

が,第9表 にかかげた今井5)と 山田8)の 成績をL-

ア ラニンの反応率 に換算 してみ ると,マ ウス,ニ ワ

トリ,ナ マズの脳 でもア ラ ン のTA活 性 はロイシ

ンの2～4倍 を示 してい る.し か し私 の成績では,

タイ ワンザ ルで ロイシンの方が著 し く活性が高 く,

ヒ トでもロイシンが僅かに高 くなつていて,明 らか

に下等動物 と異なつ てい る.

 下等動物脳のTA活 性を第9表 について眺め ると,

高等 動物脳の活性 に比 して一般に低値 を示 した もの

が多い.こ こでサ ルとヒ トの成績を下等 動物 と比較

してみ ると,アスパ ラギ ン酸,グ リシン,フエニー ル

ア ラニン,オルニチン,システイン酸のTA活 性 が高

い ことと,さ らにア ラニ ンの活性の低 いことで他の

下等動物 と異 なつてい る.下 等動物 に関する今井5)

と山 田8)の 測定をL-ア ラニンの反感率 に換算す る

と,第9表 にみ られ る差 よ りはもつと甚 しい活性 の

相違 とな る.ア ラニ ンに関す るTA活 性 の低値が,

高等哺乳類 に共通す るものかどうかは,限 られた私

の成績か らは結論づ けられないが,甚 だ興 味深い.

健常 ヒ ト脳 に特に 目立 つて現われてい ることは,

 Gaba, β-アラニン, Gabobな どの ω-アミノ酸 の活

性,お よびロイシンとバ リンの活性 が下等動物 に較

べて著 し く低 く,タ イワ ンザル と比 較 して も総体 的

に低い活性を示 している ことであ る.

次に 萎 縮 脳 のTA活 性 についてみると,ア ラニ

ン,ロ イシン,バ リンの活性の増加 と, Gabobが 僅

に活性を示 してい る点で明 らかに健 常脳 と異なつて

お り,こ れ らの活性 はむ しろ下等動物のそれに近ず

いてい るよ うである.他 方,ヒ スチジ ン,プ ロリン,

オル ニチ ンか らのG酸 生成 が萎縮脳において著明 に

増加 しているが,こ れ らの活性は健 常 ヒ ト脳のみ な

らず,他 の下等動物脳 と比 較して も著 しい増加 を示

していて特異的であ る,し かし,脳 とその他の組織

において ヒスチ ジン,プ ロ リンのTA活 性を認め

ないとい う報告2) 3) 5)～10)からす ると,こ れらのG酸

生成がTAの み による ものかどうか疑わ しい.

萎縮大脳皮質 にみ られた数種の ア ミノ酸 に関す

るTA活 性の異常な増加は,こ の例の剖検時にみら

れた高度 の脳萎縮 を考 えあわせ ると,両 者の間に何

らかの関連が存在す るのではないか と考えられる.

この点 については,さ らに同様の材料を得て追究し

たいと思つてい る.

Kometiani18)は 酵素活性の組織間 の差異が細胞の

量の差 に基 くと述べてい るが,萎 縮脳にみ られた活

性の変化 も脳の組織像の病的変化と無関係ではなさ

そ うで ある. Salvadorら17)は 特殊な考案によつて

脳組織構造の さらに細かい区分を対象 とした酵素化

学的実験 を行なつたが,こ うい う異なつた次元から

の試み も必要になつて来 るだろう.

要 約

タイワンザル脳,事 故死 ヒ ト脳の大脳皮質,大 脳

白質および小脳皮質,さ らに高度の脳萎縮を伴い老

人性痴呆 にて死亡 した ヒ ト脳の大脳皮質を用い, 11

種の α-アミノ酸, 3種 の ω-アミノ酸, 3種 のヂア

ミノ酸,シ ステイン酸,タ ウ リンについて,組 織の

トランスア ミナーゼ活性を測定 した.

1.タ イワンザ ル脳では,大 脳皮質においてアラ

ニ ンとバ リンの活性が他部よ り低 く, γ-アミノ酪酸

と γ-アミノ-β-オキシ酪酸が高い.

2.健 常人脳で は,ア スパ ラギン酸,セ リンが大

脳皮質に,ヒ スチジン,ロ イシン,バ リンが小脳皮

質 にて他部 より高 く,ア ラニ ン,フ エニールアラニ

ン,シ ス テイン酸は大脳 白質において低い活性を示

した.

3.タ イワンザ ルおよび健常 ヒ ト脳の大脳皮質で

は,い ずれもアスパ ラギン酸,グ リシン,フ エニ

ールアラニ ン,オ ルニチ ン,シ ステイン酸の高い活

性,お よびアラニンの低い活性の点で他の下等動物

脳 と異な る.

4.健 常 ヒ ト大脳皮質は,バ リン,ロ イシンおよ

び3種 の ω-ア ミノ酸 の低い活性を以つてサルおよ

び下等動物と異な る.

5.萎 縮 した ヒ ト大脳皮質は,ア ラニン,ロ イシ

ン,バ リン,γ-ア ミノ-β-オキ シ酪酸の活性が健常

ヒ ト大脳皮質より高 く,む しろ下等動物のそれに近

い.ヒ ス チジン,プ ロ リン,オ ルニチンのグルタミ

ン酸生成の著 しい増加 は健常 ヒ ト脳および下等動物
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脳のいずれ とも異な るが,ヒ スチジンとプロ リンは

トランスア ミナーゼ活性増加のみによるものか どう

か疑わ しい.

終 りに臨み,御 懇篤 なる御指導御校閲を賜つた奥

村二吉教授 ならびに高坂睦年助教授に深甚なる謝意

を捧げ ます.
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Transaminase of Brain (I)

Transaminase Activities of the Monkey and Human Brain

By

Masaya ONO

Department of Neuropsychiatry Okayama University Medical School

(Director: Prof. Nikichi Okumura)

The author measured the transaminase activities of eighteen amino acids with ƒ¿-keto-

glutarate in a Pithecus monkey brain and in two human brains, one obtained from a man 

died from accident and another from a woman died of senile psychosis due to brain atrophy.

1. In the monkey brain, alanine and valine showed low activities in the cerebral cortex 

in comparison with other parts but ƒÁ-amino-ƒÀ-hydroxybutyric acid showed a low activity.

2. In normal human brain, lower activities of valine, leucine and three ƒÖ-amino acids

 were showed in the cerebral cortex, which were different from the monkey and lower vert

ebrates.

3. The markedly atrophic cerebral cortex was more similar to the lower vertebrates than 

to the normal human brain in high activities of alanine, leucine, valine and ƒÁ-amino-ƒÀ-

hydroxybutyric acid. But an increase of activities of histidine, proline and ornithine was 

not similar to both of normal human and animal brain. These high activities of histidine 

and praline correspond unlikely to the transamination only.


