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緒 言

神経化学 の分野 にクロマ トグラフイーな どの分析

手技が導 入されて以来,こ の領域における研究 の発

展 は正に瞠目させ る もの が あ る.こ の うち で も

Moore & Stein1)に よつて開拓 された イオ ン交換 カ

ラムクロマ トグラフイーは,多 数のア ミノ酸を同時

に分離定 量 し得 る長所 を有 し,各 組織 のア ミノ酸パ

ターンを検索す るのに最 も有効かつ信憑性のある分

析方法であ る.従 つてわれわれ の教室において もこ

の方法を用いて正常および各種条件下 におけ る脳の

遊離ア ミノ酸について検索 し,興 味あ る成績を得て

きてい る.

脳 のア ミノ酸代謝の特異性 に関しては, Awapara

 et al.2), Roberts et al.3)お よ びWingo et al.4)

が夫 々 γ-アミノ酪 酸 が 脳にのみ大量存在 し,グ ル

タ ミン酸脱炭酸酵素 によ りグルタ ミン酸 か ら生成さ

れ ることを発見 し,世 人の注 目を 浴 び た. Tallan5)

は更 に動物の進 化,生 育度な らびに脳の部位 によ り

その含量 に特異 的な傾向の認め られ るア ミノ酸 とし

てN-ア セ チルアスパ ラギン酸を見 出 してい る.そ

して最近 には ヒ ト脳 にのみ特異 的に存在 するア ミノ

酸 として シスタチ オニ ンがTallan et a1.6)に よ り

発見 されてい る.脳 の ア ミノ酸パ ター ンの特異的な

動態については青 山7)～10)の比較生化学的研究 があ

り,下 等動物 ほど酸性 ア ミノ酸が少い と報告 してい

る.ま た局所生 化学的には深井 の イ ヌ脳11)お よび

ヒ ト胎児12)に ついての労作 が あ り,各 部位の機能

的相違 によ りア ミノ酸パ ターンの微妙 な変化のある

ことが認め られた.そ して胎児では グルタ ミン酸群

のア ミノ酸が少 くホスホエタノラ ミンとタウ リンが

多いことを指摘 して発生学上興味ある話題を提供 し

ている.

私は これ らの研究 は機能生化学 ひいては精神薬理

学研究の発展の基礎 とな るものと信 じている.本 編

ではこれ らの比較および局所生 化学的研究の一環 と

して,正 常 な ヒト脳 について各部位別のア ミノ酸パ

ターンをイオ ン交換 カラムクロマ トグラフイーを用

いて分離定量 したので,そ の結果について報告す る.

実 験

1)腹 部刺傷により,昭 和34年2月2日 急死 した

頑健な青年男子(19才)の 死体脳を使用 した.死 後

の経過時間は12時間であ る.解 剖時脳 には肉眼的異

常所見を認めず,ま た脳実質の硬度 も正常であつた.

解剖後直ちに前頭葉皮質,脳 梁,尾 状核,淡 蒼球,

視床,視 床下部,延 髄 の7部 に分けて試料を作つた.

2)試 料の調製,イ オン交換 カラムクロマ トグラ

フイーによる各 ア ミノ酸の分離定量な らびにア ミノ

窒素の測定はいずれ も前報13) 14)と 同様である.

実 験 成 績

ヒ ト脳各部位の遊離 ア ミノ酸およびその関連物質

をイオン交換 カラムクロマ トグラフイーにより分離

定量 した成績を第1表 に示す.

この表において最 も注 目され る点 は,脳 梁 におい

てはホスホエタノラ ミンを始 めアスパ ラギ ン酸,グ

ルタ ミン酸および γ-アミノ酪酸が甚だ少い とい う

ことと,淡 蒼球に γ-アミノ酪 酸 が驚異的に多 く,

視床下部より も著 し く高い値を示 したとい うことで

ある.脳 梁 は各 ア ミノ酸 とも他の部位 に比 して低い

傾向 にあ るが,シ スタチオニンのみは例外的に他部

位 よりも多い.イ ヌ脳11)に お い て も他部位 よりは

多い傾向にあるのでこの点興命深い所見である.尾

状核ではアスパ ラギ ン酸がやや少 くグルタ ミン酸が

やや多い傾向にある.淡 蒼 球 で は γ-アミノ酪酸の

高値の他に,ス レオニンの高値 とホスホエ タノラ ミ

ンの低値が注 目される.視 床 で は γ-アミノ酪酸の

含量が可成 り多い.視 床下部では淡 蒼 球 に次 い で

γ-アミノ酪酸が多 く含 まれてい ることと,ホ スホエ
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第1表　 ヒト脳各部 位の遊離ア ミノ酸量19才 ♂,事 故死(mg/100g湿 重量)

タノラミンが 少い ことが 目立つ.延 髄で はホスホエ

タノラミン,ア スパ ラギ ン酸,グ ル タ ミン酸が少い

のは注 目され る所見 であ る.

グ リセロホスホエタノラミン,タ ウ リン,ス レオ

ニ ン,セ リン,グ リシ ン,ア ラニ ン,イ ソロイシン,

ロイシ ンな どは概 して部位的な変化に乏 しいよ うで

ある. N-ア セチルアスパ ラギ ン酸は視 床 に少 い 成

績 が出たが,こ の物質の定量法に多少の問題点があ

るので断定は しがたい.

また,セ リン,グ リシ ン,ア ラニ ン,イ ソロイシ

ン,ロ イシンはイヌ脳11)に つい て の値よ りも各部

位 と も高い値を示 してい るが,こ れ は後述 するよ う

に死後変化による可能性が あるので,今 後 の検討を

要す る成績であ る.

考 察

今回の実験 に用いた試料 は酷寒期とはいえ既 に死

後12時 間を経過 してお り,外 観的には全 く死後変化

を認めなかつたけれど も,何 等かの生化学的変化は

蒙つている筈であ る,そ れ故第1表 に示 した成績は

そのまま ヒ ト脳の正常 なア ミノ酸パ ター ンを示 して

い るとはいえない恨みがあ る. Ansell et Richter15)

や湯之上16)の 報告 を総 合す れ ば,セ リン,グ リシ

ン,ア ラニ ン,ア スパ ラギ ン酸,グ ルタ ミン酸,イ

ソロイシン,ロ イシンおよびア ミノ窒素などが死後

増加す るとい われているので,こ の点について大考察

す る必要があ ろう.

Kies & Sshwimmer17)は 仔 ウ シ脳 に強力なカテ

プシンが 存在 し,そ の 至 適pHは3.5で あり, pH

 7.5で は非 活性 で あ る と述 べ て い るが,そ の後

Fruton et al.18)は 中性 においてもカテプシンは活

性であ り,そ の際には転移反応 を触媒 していること

を認め,生 体内で正常な条件下 において は蛋白合成

に も関 与してい るのではなかろ うかと推論 している.

そ してAnsell & Richter19)は ヒ ト脳 においてカテ

プシンは白質よ りも皮質の方が3倍 も高濃度に存し

細胞核の中 にもあることを証明 している.か ように

物質代謝の旺盛な部分に密集 していることからカテ

プ シンが蛋白合成に も関与 してい るのではないかと

矢張り推論 してい る.併 しなが らカテプシンの蛋白

分解作用はポ リペプチ ッ トまでに留り,直 接には遊

離 ア ミノ酸を増加 させない.そ して蛋白分解で上述

の諸 ア ミノ酸 を 増 加 させ る蛋 白分 解酵 素15)は

pH 7.4を 至 適 とし,カ テプシ ンとは別の酵素であ

り,分 解 の際増加 する各 ア ミノ酸 はペプチ ットやポ

リペプチ ッ トに由来する ものではないと述べている.

それ故にこの試料が死後 変化を受 けて多 くのアミノ

酸 が 増加 して い る とす れ ば,そ れ はAnsell &

 Bichterの 報告 している カテブシ ン以外の蛋白分解

酵 素の作用を受けている可能性があろう.湯 之上16)

によれば死後変化は灰 白質よ りも白質の方が顕著で

あ るといわれてい るので,ま たイヌ脳の遊離アミノ

酸パ ター ンは ヒ ト脳 のそれに近似 してい るといわれ

ているので,死 後変化を最 も強 く受けていると想定

されるヒ ト脳梁 と断頭直後 のイヌ白質 およびダイコ

クネズ ミ脳 の断頭直後 と1時 間嫌気的インキュべー
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第2表　 死 後 変化 と ア ミノ酸(mg/100g湿 重 量)

* 深 井11)に よ る
.

** 湯 之 上16)に よ る .

*** 那 須46)に よ る.

シ ョン(37℃)と を比較 して死後変化の進行 程 度

を検討す るに(第2表),ダ イ コ クネズ ミで は死後

に増加す ると考 えられてい る各ア ミノ酸(グ ルタミ

ン酸を除 く)お よびア ミノ窒素が一様 に著明に増加

してい るのに反し,死 後12時 間を経過 した ヒ ト脳で

は断頭直 後の イヌに比 して アスパ ラギ ン酸,グ ル タ

ミン酸が却つて少 くなつてい る点が注 目され る.そ

の他のア ミノ酸は可成 り高い値を示 しており,こ れ

らは我々の教室でおこなつた一連のア ミノ酸定量分

析の経験 から考 えて も高い値であるので,死 後変化

の進行を物語 るものであろ う.併 しなが らア ミノ窒

素の値の変化は湯之上の実験 に比 して著 しくな く,

 Awapara et al.2)の 報 告 してい る死後6時 間以 内

の ヒ ト脳のア ミノ窒素量 と大体同 じ成績を得ている

ので,死 後変化は生化学 的にもそれほど強度な もの

ではなか ろう.全 く新鮮 な ヒ ト脳を入手す ることは

事実上不可能な ので この程度 の変 化はやむを得ない

と思 う.な お,湯 之上20)は 脳 腫 瘍および真性テ ン

カンの被手術脳 につ きア ミノ酸パ ター ンを調べてい

るが,こ れ らはいずれ も何等 かの脳疾患を有 してお

りかつ代謝的に活発な グル タ ミン酸群の各 ア ミノ酸

が非常 に少いので,手 術時の麻酔の影響 も十分考慮

しなけれはな らず,正 常 なパ ター ンではない.

局処的に各ア ミノ酸の消長を比較 して特 に顕著な

所見は,淡 蒼球に γ-ア ミノ酪酸が驚 異的 に多いと

いうことであ る.淡 蒼球の γ-ア ミ ノ酪酸の濃 度を

定量 した成績 は ヒ トは勿論他の動物について も未だ

存 しないので,こ の点 について比較検討することは

で きない,γ-ア ミノ酪酸 は脳 に特異的に大量存 し,

グル タミン酸より脱炭酸 によつて生成され,ト ラン

スア ミネー ションを経て クエン酸サイクル と密接に

つながつており代謝的に枢要な地位を占め るア ミノ

酸 である21).従 つて このア ミノ酸 の生理学的な らび

に薬理学的作用は当然各研究者の興味を惹起 し最近

頓 に この方面 の研究が盛 んになつてい るが,そ の中

で も注 目される業績は γ-ア ミノ酪酸の中枢神経系

に対 する作用であ る22)～29).淡蒼球の機能 とγ-アミ

ノ酪酸 との間にどのような関係が存するかは今日の

ところ窺 うすべ もないけれども,筋 緊張に対 して重

要な作用を営んでい る淡蒼球 にこのア ミノ酸 が大量

含 まれているとい うことは興 味深 い こ とで あ る.

γ-アミノ酪酸は淡蒼球の他にも視床下部および視床

に相 当大量含まれている.グ ルタ ミン酸脱炭酸酵素

はLow et al.30)の 報告 によると各灰 白質 のうちで

も淡蒼球が一番活性 が高 く,視 床下部,視 床はそれ

よ りも可成り低い活性値を示 してい るが それでも他

の部位に比べれば高い といわれてい る.こ の点私の

示 した γ-アミノ酪酸の分布 とよ く一致 して い る.

グル タミン酸 脱炭酸酵素活性 の分布を更 に詳細にし

らべたAlbers & grady31)の 成 績 で は淡蒼球 より

も活性の高い核 も存在するようであるが,こ れは一

つの核を更に細分 して測定 した値であり視床下部,

視床 とかとい うように一つの核全体 としての平均を

示 した値 ではないのでLow et al.の 成績 と機械的

には比較で きな い.併 しAlbers et Bradyに よる

と淡 蒼球 に γ-アミノ酪酸が特に多い理 由を示唆 す

る成績がある.即 ち彼 らはグルタ ミン酸 と γ-アミ

ノ酪酸 との トランスア ミナーゼ活性 とグル タ ミン酸

脱炭酸酵素活性 との比 をしらべ,そ の比が淡蒼球で

は視 床の1/2乃至1/3にすぎず他の核 に比 して一番少い

値であることを示 している.こ の ことは淡蒼球の方

が トランスア ミナーゼ活性 が 低 く,従 つて γ-アミ

ノ酪酸が生成 される速度に比べ,代 謝 され る速度が

遅い ことを示唆 し,そ の結果淡蒼球 での高濃度 とな

つて現 われているのではないかと解 される.淡 蒼球

と機能的 に密接 な関係にある尾 状 核 の γ-アミノ酪

酸の量があま り多 くないのは 予想外の成績であつた

けれど も,イ ヌ脳 について も同様な成績を得てい る

こと,ま たLow et al.の グルタ ミン酸脱炭 酸酵素

活性の報舎 によると尾状核 の活性は皮質のそれと大

差はない と述べてお り,私 も γ-ア ミ ノ酪酸 の濃度

が尾状核 と前頭葉皮質 とで大体近似 してい る成績を

得,彼 らの成績 ともよ く一致 してい ることか らこの

値 は信頼できるもの と思 う.近 藤32)は 脳の各部位
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ごとに各種 のア ミノ酸 と α-ケ トグルタール酸 との

トランスア ミナーゼ活性を調べ,尾 状核 で は ω-ア

ミノ酸 との トランスア ミナーゼ活性が特異的に高い

と述べてい る.こ の ことは尾状核で は γ-ア ミノ酪

酸が強い代謝を受けてい ることを示す と共 に,尾 状

核での濃度があま り高 くない理由を も説明 してい る

ものと思われ る.

次 に注 目されるのは,脳 梁 においてグル タ ミン酸,

アスパ ラギ ン酸,γ-ア ミノ酪酸な ど代謝的 に活発な

グルタ ミン酸群が非常に少い のに反 し,そ の他のア

ミノ酸は他の部位 との濃度差が少い とい うことであ

る.前 者は物質代謝の旺盛な細胞成分が この部位に

は乏 しい ことにより首肯され,後 者 は蛋 白構成 ア ミ

ノ酸 であるため一様 に分布 してい るものと解される.

機能 的に活発な延髄 においてグルタ ミン酸群のア ミ

ノ酸 が多 くないのは,延 髄全体を試料と したのでグ

ル タ ミン酸群の少い白質部分 も大量に含めて測定 し

たためと考え られ る.事 実Albers & Brady31)の

報告 ではグル タミン酸脱炭酸酵素活性 は橋および延

髄 の全体について は非常 に低いのに,こ れ らの部位

にある夫 々の核 における活性はいずれ も極 めて高い

値を示 している.ま た トラ ンスア ミナーゼ活性につ

いて もsalvador & Albers33)は これ らの諸核が一

番高 いといつてい る.

タウ リンはネコ脳34)よ り少 い成績 を得たがイヌ

脳 によ く似 た分布を示 した. Gaitonde & Richter35)

はS35-メ チオニンを投与す ると速やかに細胞成分の

多い部位の脳蛋 白に摂取 され漸次 シスチ ン,タ ウ リ

ンお よびその他の含硫分屑が増加す ると述べている.

 Awapara & Wingo36)はS35-シ ス テ イ ンを投 与す

るとシステイン酸を経てS35-タ ウ リンが生ず るとい

つてい る.私 の成績 で もこの ことを裏付けるかのよ

うに細胞成分の多い処 にタウリンが多 く分布 してい

る.含 硫ア ミノ酸 に関連 して シスタチオニ ンも分離

定量 したが, Tallan et al6)の 報告 してい る値22.5

～56.6mg/100gよ り遙 かに少 く,イ ヌ脳 よりも少

い.シ スタチオニ ンは ヒ ト脳 に特異的に大量 に存す

ることをTallan et al.6)に よつて始めて指摘 され

その意 味で近来 と くに注 目されてい るア ミノ酸であ

るが,そ の正常含有量 は未だ確認 され て い な い.

 Tallan et al.の 成績はいずれ も病理解剖脳 に つ い

て の成績であつて,死 戦期を経てお り死 後もかなり

の時間を経過 したものである,我 々の教室でおこな

つた各種の条件下での分 析 結 果37)で は シス タチ オ

ニ ンは各個人 によりまた各生 体条件により相当巾の

広 い変動域を もつ もの と思われ る.そ の意味で今回

の成績 の低値は特 に注 目す る程 のもので はない.

次 にホスホエタノラ ミンはネコ脳41.9mg/100g

に くらべ非常 に少 く,む しろイヌ脳の値の分布に近

似 してい る.グ リセ ロホ スホエタノラミンもイヌ脳

に似てお り,ネ コ脳2.9mg/100gよ り多い.脂 質

代謝 に関係が深い といわれてい るこれ らの物質がヒ

ト脳 とイヌ脳 とで揃つて変動 し,ネ コ脳とは異つた

値 を示 していることは面 白い.

ヒ ト脳 は系統発生的に古脳Palaeencephalonと 新

脳Neencephalonと に分 けられ,新 脳は更にその分

掌す る機能 の高低により二次領 と一次領sekundare

 u. primare Gebieteと に分 け られ る.前 頭葉は系

統発生的に最 も新 しい部分 と考え られ新脳の二次領

に属 し,淡 蒼球は古脳 に属 する.そ して尾状核,視

床 などは古脳 と新脳の入 り混つた部分である.延 髄

も両者の混合ではあるが,そ の大部分は古脳に属す

るといわれてい る.今 系統発生的に最 も新 しい前頭

葉 と最 も古い淡蒼球又 は延髄とを比較対照 してみる

と,ホ スホエタノ ラミン,タ ウ リン,ア スパラギン

酸,グ ルタ ミン酸が古脳に少 く,ス レオニン,セ リ

ン,グ リシン,ア ラニ ン,ロ イシンが多い結果とな

つており,前 頭葉の ア ミノ酸パ ターンに対 して古脳

である淡蒼球 と延髄 とが大体一致 した態度で消長し

ている.た だ γ-アミノ酪 酸 については淡蒼球に非

常 に多 く,延 髄 に前頭葉 と同程度 しか証明されず,

両者の間 に可成 りの差を示 したけれども,こ れは前

述 の如 く,延 髄 は多量の白質部分をもこめての測定

値であるためではなかろ うか.青 山7)～10)は比較生

化学 の立場より各種動物 の脳 ア ミノ酸パ ターンを検

索 し,下 等動物 にな る程 ア スパ ラギ ン酸,グ ルタミ

ン酸, N-ア セ チ ル アスパ ラギ ン酸などの酸性アミ

ノ酸が少 くな り,未 同定物質X2が 逆に多 くなつて

い ることを報告 してい る.私 の ヒ ト脳についての成

績は これ らのア ミノ酸 も他 の高等動物のパ ターンと

よ く似てお り下等動物 とは明 らかな違いを示し,青

山の成績を裏付けてい る.比 較のために各種動物の

ア ミノ酸パ ター ンを第3表 に示す.表 によれば蛋自

構成ア ミノ酸群は各種の動物 にわたつて比較的に一

様に分布 しているが,そ のほかの アミノ酸群におい

ては温血動物 と冷血動物 とで は劃然たる差異を示し

て おり,脳 の形態お よび機能上の相違 と併せ考える

とき真に興 味ある所見で ある.温 血動物で も最下等

に属す るニワ トリではグルタ ミン酸,ア スパ ラギン

酸など脳代謝に活発に関 与するア ミノ酸 は他の高等
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第3表　 各種 動物 の ア ミノ酸 パ ター ン(mg/100g湿 重量)

* m mol/100g湿 重 量
.

** 青 山7)に よ る
.

*** 青 山10)に よ る
.

**** 深 井11)に よ る .

動物 と比 して大差がないのに, N-ア セ チル アスパ

ラギ ン酸が少 くX2が 多い点 はニワ トリは温血動物

で も最下等 に属する地位であ ることを生化学的に示

す ものであ ろう.た だ γ-ア ミ ノ酪酸 のみは各動物

とも一様 に分布 してお り他のグルタ ミン酸群のア ミ

ノ酸 とは異つた態 度を示 してい るのは注 目される所

見である.下 等動物で は酸性 ア ミノ酸 が 少 く γ-ア

ミノ酪酸が高等動物なみに可成 り高い レベルを示す

という事実並びグルタ ミン酸脱炭 酸 酵 素38)は サカ

ナな ど下等動物で は極めて活性が低いの に反 し トラ

ンスア ミナーゼ活性39)～41)はそ れ程 低 くない とい

う報告な どか ら推 して,下 等動 物 で は γ-アミノ酪

酸が代謝的に中心をな してい るものの如 くであり,

高等動物 とは別の複雑な代謝機構 が存在 するのでは

ないかと想像され,今 後 この方面の研究 の発展 と共

に解 明され るべ き問題であろう.

胎児脳の遊離 ア ミノ酸パ タ ー ン12)と比較 して み

ると当然の ことなが ら明瞭な相違が認め られ る.胎

児脳ではアスパ ラギ ン酸,グ ル タミン酸,γ-ア ミノ

酪酸, N-ア セチル アスパ ラギ ン酸など の脳 に特 異

的に大量存在す るア ミノ酸群の含量が著 し く少い.

シスタチオニ ンは8ケ 月胎児の橋 ・延髄 にみ とめら

れるのみで5ケ 月胎児には全 く認め られない,反 対

に各部位を通 じて著明に大量存在す るのは,ホ スホ

エタノラミンおよび タウ リンであ り,比 較的高値 を

示す ものはス レオニ ンおよびチロヂ ンである.こ の

うちチ ロヂ ンは ネ コ脳34)に 少量1.2mg/100g含

まれていることが報告 されてい るのみで ヒ ト脳(成

人お よび幼児20))は 勿 論 イ ヌ脳11)に も下 等 動物

脳7)～10)にも検 出 され な かつたので注目され る,

 Roberts et al.42)はマ ウス脳のア ミノ酸パ ター ンに

つ き二次元ペーパー クロマ トグ ラフイーにより検索

した結果,胚 胎15日 では γ-ア ミノ酪酸 がな くグル

タ ミン酸が僅 かに認め られ るのみであ り,胎 児期に

は母体 よりグルタ ミン酸,ア スパ ラギ ン酸が少 くタ

ウ リン,ア ラニ ンが多い.そ して生下時 に は γ-ア

ミノ酪酸,グ ルタ ミン酸,シ スチ ン,ア スパ ラギン

酸が母体 より少 くタウ リンが多い と報告 してお り,

次第に検 出されるア ミノ酸の種類 と量が増え,成 熟

パ ターンに近づいていつていることを示 している.

山田43)～45)もニ ワ ト リを用いて胚胎からニ ワ トリ

にな るまでにわたつて各種ア ミノ酸の トランスア ミ

ナーゼ活性の推移を追究 し,胚 胎期にはその活性 は

弱いが孵化時 には既にニワ トリ値に近い値を示す と

述べてい る.こ の ことは胎児期 にア ミノ酸の少い理

由を酵素活性の側面 か ら説明 してい るようであ る.

私 の実験結果 もこれ らの成績 と全 く一致 してお り.

幼児脳20)と は そ のパ ターンが非常に似てい るのに

反 し,胎児脳 とは劃然 たる相違を示 してい る(第4表).

これによると母体内で十分大き くなつた脳 は生後に
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第4表　 年 令 別 ヒ ト脳 遊 離 ア ミノ酸 パ タ ー ン(mg/100g湿 重 量)

* 湯之 上(脳 種瘍 被 手 術例)20)に よ る.
** 深井12)に よる.

なつて飛躍的 にその代謝活性が成熟す るもの と思わ

れ る.尚,幼 児脳の γ-ア ミノ酪酸が非常 に少 くむ

しろ胎児脳の値に近いのは既述の如 く脳腫瘍,麻 酔

の影響な どを考慮に入れて評価すべ きものであろう.

胎児脳の γ-アミノ酪酸 は視 床 下 部,視 床に高濃度

に存在 し,ア スパ ラギン酸やグル タ ミン酸 よりも成

人値 に近い値を示 し,こ れ らのア ミノ酸 とはやや異

つ た分布像を呈 してい る.こ れは下等動物において

も γ-アミノ酪酸のみが高等動物なみの含量 を 示 し

てい ることと考 えあわせ興味深い.ま た前頭葉 は系

統発生的に も最も新 しい部分であ ることは上述の通

りで あるが,グ ルタ ミン酸な ど活性 の高いア ミノ酸

の濃度分布が視床下部などの生命現 象に密接に関係

のあ る機能 的に低位の部位で は胎児 のパ ター ンは成

人の それに近い値を示 して いるのに反 し,同 じ胎児

で も機能的に高位で ある前頭葉 との差異 は非常 に著

明であ る.そ して成人ではその差は胎児 ほど著明で

はない.こ の ことは生命現 象に直結 してい る機能的

に低位の部位 は既 に胎児期 の うちに相 当の程度に成

熟 して しま うのに反 し,他 方高等精神機能をつかさ

どる部位は胎児期には甚だ未熟で あつてむ しろ生後

になつて速か に成熟 してい くことを生化学的 に説明

する ものであ ろう.

結 論

1)急 性失血死 したヒ ト脳 の遊離ア ミノ酸 および

その関速物質14種 を イオ ン交換 カラムクロマ トグラ

フイーを用いて分離定量 した.分 析 した部位は前頭

葉,脳 梁,尾 状核,淡 蒼球,視 床,視 床下部および

延髄の7ケ 所であ る.

2)細 胞成分の乏 しい脳 梁ではホスホエタノラミ

ン,ア スパ ラギ ン酸,グ ルタ ミン酸 お よび γ-アミ

ノ酪酸が甚だ少かつ た.

3)淡 蒼球には γ-アミノ酪酸 が驚異的 に 多 く,

視床下部よりも著 しく高い値を示 した.

4)延 髄 ではホ スホエタノラ ミン,ア スパ ラギン

酸,グ ルタ ミン酸の含量が少 かつ た,ま た γ-アミ

ノ酪酸 もあまり多 くはな かつた.こ れは今回の実験

が延髄の白質部分を も含めての測定 であつた為と思

われる.

5)少 量ながらシスタチオニンの存在を確認 した.

6)比 較生化学的 にも下等動物 とは興味ある対比

を示 していた.

7)成 人脳と幼児脳 とではア ミノ酸パ ターン上大

差を認め難いが,胎 児脳 とは明瞭な相違を認めた.

即 ち成人脳ではアスパ ラギ ン酸,グ ル タ ミン酸,

γ-アミノ酪酸, N-ア セチルアスパ ラギ ン酸 が胎 児

脳 より著 しく多 く,反 対 にホスホエタノラミン,タ
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ウ リンは非常に少 い.胎 児脳に認めたチロヂ ンが成

人脳で は証明されなかつ た.

終 りに,御 懇篤な御指導御校 閲を賜つた奥村教授

ならびに大月講師に感謝の意を表す るとともに,実

験にあたつて終 始御援助を戴いた深井,湯 之上,亀

山の諸氏 に謹んで感謝する.
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Studies on the Free Amino Acids in the Brains
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By means of ion exchange column chromatography the author carried out quantitative 

analyses of 14 kinds of free amino acids including the related compounds using the brain of 

the person who died of acute loss of blood. The parts of the brain used for the analysis 

were frontal cortex, corpus callosum, caudate nucleus, globus pallidus, thalamus, hypothal

amus and medulla oblongata. The results are as follows.

1. In corpus callosum which contains little cellular components extremely minute 

quantities of phosphoethanolamine, aspartic acid, glutamic acid and ƒÁ-aminobutyric acid could 

be detected.

2. In globus pallidus a surprisingly large quantity of ƒÁ-aminobutyric acid could be 

found and it was far greater than that contained in hypothalamus.

3. In medulla oblongata only small quantities of phosphoethanolamine, aspartic acid, 

and glutamic acid could be detected. Likewise ƒÁ-aminobutyric acid was found not so abundant. 

This seems to be due to the fact that the present experiment was conducted with medulla 

oblongata including white matter.

4. Although only in a small quantity, cystathionine could be assayed in all these parts 

except globus pallidus and thalamus.

5. Even from the comparative biochemistry the present quantitative analyses gave an 

interesting contrast to the values obtainable in the brains of lower animals. 

6. Although it was difficult to recognize any distinct difference in the pattern of amino 

acids between the adult brain and the infant brain, there was a clear-cut difference in the 

amino acid pattern of the adult brain and that of the fetal brain. Namely, in the adult 

human brain there exist far greater quantities of aspartic acid, glutamic acid, ƒÁ-aminobutyrie 

acid, and N-acetylaspartic acid than those in the fetal brain and conversely far less quantities 

of phosphoethanolamine and taurine than in the latter. Likewise tyrosine detected in the 

fetal brain could not be recognized in the adult human brain.


