
『デブリン生化学――臨床の理解のために 原書 7 版』正誤訂正  （ver1.11．2016.07.22 現在） 

 

1 

最新の正誤表は，丸善出版ホームページ http://pub.maruzen.co.jp/book_magazine/support/seikagaku7/index.html にてご案内しております． 

[Ver1.]列に正誤情報を追加したバージョンを記載しました（履歴は表末に記載しました）．網掛けした項目が，本バージョンにての追加項目となります． 

Ver1. 該当箇所 誤 正 

 2 章   

06 p.40 図 2.9 （DNA の左末端） HO （DNA の左末端） ○P  

06 p.44 1 行目 mutate mutation 

 3 章   

02 p.102 表 3.3 2 列目 （カルボン酸の pKa’） 3.0～505 3.0～5.5 

02 p.105 下から 19 行目 
pI より低い pH では，その分子は負の電荷をもつ．pI よ

り高い pH では，その分子は正の電荷をもつ． 

pI より低い pH では，その分子は正の電荷をもつ．pI よ

り高い pH では，その分子は負の電荷をもつ． 

02 p.120 5 行目 ……折りたたまれた構造は変成した…… ……折りたたまれた構造は変性した…… 

02 p.120 9 行目 天然変成タンパク質 天然変性タンパク質 

02 p.137 16 行目 Goldgi ネットワーク Golgi ネットワーク 

02 p.140 臨床との関連図 2 PI3キナーゼ PI3 キナーゼ 

02 p.143 図 3.50(c) cis GroES     trans GroES cis GroEL     trans GroEL 

02 p.158 図 3.71 （上から）キモトリプシン 臭化シアン トリプシン （上から）トリプシン キモトリプシン 臭化シアン 

02 p.168 右段 24 行目 Goldgi ネットワーク Golgi ネットワーク 

 4 章   

08 
p.183 図 4.8 および図キャプシ

ョン 1 行目 
チロシン 

 

リシン 

08 p.183 図 4.8(a) 
–tyr-OH 

–tyr-PO4
－・・・ 

lys-NH2 

lys-NH2PO3
－・・・ 

08 p.183 図 4.8(b) –tyr-PO4
－・・・ lys-NH2PO3

－・・・ 

08 p.183 図 4.8(c) –tyr-OH lys-NH2 

08 p.211 表 4.4 除去したギャップを埋めるために ギャップを埋めるために 

 

.. 

.. 
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08 p.211 表 4.4 
2ヶ所の切断によってオリゴヌクレオチドの一部として損

傷を除去する 

2ヶ所の切断によって，損傷塩基を含むオリゴヌクレオチ

ドが除去される 

08 
p.216 図 4.28 キャプション下

から 3 行目 
(f) ニックが DNA リガーゼ… (i) ニックが DNA リガーゼ… 

08 
p.216 図 4.28 キャプション下

から 3 行目 
(g) ヘミメチル化部位… (j) ヘミメチル化部位… 

 5 章   

07 p.241 1 行目 mDNA mRNA 

 6 章   

02 p.290 7 行目 eukaryotic releasing factor eukaryotic release factor 

08 p.299 図 6.16 多マンノース型 高マンノース型 

02 
p.302 臨床との関連 6.8 

右段 8 行目 
発症は通常 24 歳と遅く 発症は通常 2～4 歳と遅く 

02 p.322 右段 1 行目 多マンノース型 高マンノース型 

08 p.323 左段 3～5 行目 

CFTR は，膜に展開する 2 つの領域をもち，最も共通な変

異は，1 つの ATP 結合領域に対応する遺伝子領域である．

その結果…… 

CFTR は，膜に展開する 2 つの領域，ATP と相互作用を

示す 2 つの領域，一ヶ所の制御領域※をもち，最も共通な

変異は，1 つの ATP 結合領域に対応する遺伝子領域に生

じた連続する 3 塩基の欠失である．その結果…… 

（※ Ver1.02 では，「制限領域」となっていました） 

02 p.324 左段 8 行目 
tRNA とより小さなアミノ酸との結合は形成されること

があるが，…… 

tRNA とより小さなアミノ酸との不適切な結合は形成さ

れることがあるが，…… 

 7 章   

03 p.330 7.3 節 本文 5 行目 パリンドリーム パリンドローム 

03 
p.333 臨床との関連 7.4 

本文下から 11 行目 
ヘリローゼ ヘリカーゼ 

03 p.337 12 行目 粘着末端 
付着末端    （誤りでないが，sticky end の訳として 

「付着末端」を用いたので，訳を統一 *1） 
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03 p.343 1 行目 トランスフォーム 形質転換 

03 
p.353 図 7.19 キャプション 

4～5 行目 
粘着性末端 付着末端  （*1 同上） 

03 
p.356 臨床との関連 7.8 

左段 8 行目 
Huntington Huntingtin 

03 
p.364 図 7.25 キャプション 

下から 10 行目 
粘着性末端 付着末端  （*1 同上） 

03 
p.383 重要な用語 

左段下から 8 行目 
northern blot Northern blot 

03 p.383 重要な用語 右段10行目 タンパク質 fusion protein 融合タンパク質 fusion protein 

 8 章   

06 p.419 1 行目 CCTF CTCF 

 9 章   

02 p.430 図 9.2 

（IgG の構造図中央部） 

 

 

 

 11 章   

04 p.547 下から 11 行目 ……三角形をした分子である． ……三角形プリズム型をした分子である． 

04 p.553 表 11.2 下から 12 行目 21A1 21A2 

04 
p.554 図 11.8 『脂肪族化合物の

ヒドロキシ化反応』 
R－CH2OH－CH3 R－CHOH－CH3 

04 p.556 本文 下から 1 行目 CYPC21A2 CYP21A2 

04 
p.558 臨床との関連 11.2 

左段 下から 4 行目 
CYP17 CYP17A1 
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04 
p.558 臨床との関連 11.2 

右段 下から 8 行目 
CYP19 CYP19A1 

04 p.559 図 11.12 上 
ジアゼパム（Valium） 

     活性型 

ジアゼパム（Valium） 

               ※活性型 を削除 

04 p.559 図 11.12 下 
オキサゼパム 

 不活性型 

オキサゼパム 

               ※不活性型 を削除 

04 p.560 下から 7 行目 ……によって生化学的に不活性型のオキサゼパムへ… ……によってより水溶性の高いオキサゼパムへ…… 

04 
p.568 臨床との関連 11.6 

左段 4 行目 
CYP21 CYP21A1 

04 
p.570 臨床との関連 11.7 

左段 下から 6～5 行目 
（CYP19A，CYP17A，CYP21A，図 11.9 参照） （CYP19A1，CYP17A1，CYP21A2，図 11.9 参照） 

04 p.576 7～9 行目 

……その標的との相互作用によって取り除かれる．その標

的とは，膜結合性の受容体ではなくむしろ，細胞内のセカ

ンドメッセンジャーである． 

……その標的分子との相互作用によって解き放たれる．

その標的分子とは，膜結合性の受容体ではなくむしろ，

細胞内のセカンドメッセンジャーである cGMP を生成す

る可溶性受容体，可溶性グアニル酸シクラーゼである． 

04 
p.580 臨床との関連 11.10 

右段 13 行目 
ALDH2 還元物質の枯渇 ALDH2 還元剤の枯渇 

04 p.584 左段 下から 7 行目 C. P450 は NADPH のような基質から…… C. P450 は NADPH のような電子供与体から…… 

 12 章   

05 p.593 欄外  

（訳注）リノレン酸には二重結合の位置により異性体（α

-リノレン酸とγ-リノレン酸，p.881 の訳注参照）がある

が，本テキストでは断りのない限りα-リノレン酸を指す

語として用いられている． 

 14 章   

02 p.741 2 行目 ATP と ATP の 1 対 1 交換を触媒する ATP と ADP の 1 対 1 交換を触媒する 
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 15 章   

02 p.762 下から 15 行目 
グリコーゲン分解と糖新生のために血液にグルコースを

供給する 

グリコーゲン分解と糖新生によって血液にグルコースを

供給する 

02 p.769 8 行目 NAD+を NADH に戻すために NADH を NAD+に戻すために 

02 p.770 6～7 行目 
2,3-ビスホスホグリセリン酸なしには E-リン酸は精製さ

れない 

E-リン酸なしには 2,3-ビスホスホグリセリン酸は生成さ

れない 

02 p.770 図 15.8 解説 

2,3-BPG は，この酵素は 2,3-BPG が基質であるとわかる

前に，イノシトールポリリン酸が基質として同定されてい

たためこの名前でよばれている．多重イノシトールポリリ

ン酸ホスファターゼ(MIP ホスファターゼ)で 2-ホスホグ

リセリン酸に加水分解される． 

2,3-BPG は，多重イノシトールポリリン酸ホスファター

ゼ(MIP ホスファターゼ)で 2-ホスホグリセリン酸に加水

分解される．この酵素は 2,3-BPG が基質であるとわかる

前に，イノシトールポリリン酸が基質として同定されて

いたためこの名前でよばれている． 

02 p.772 下から 8 行目 図 15.7c 図 15.6c 

02 p.776 下から 8 行目 NAD を基質として用いて NAD+を基質として用いて 

02 p.781 17 行目 グルコースへの低い S0.5値 グルコースへの高い S0.5値 

02 p.783 21 行目 ホスホグルコースムターゼ グルコースリン酸イソメラーゼ 

02 p.787 本文 1 行目 脂肪質 細胞質 

02 p.795 図 15.28 cATP cAMP 

02 p.800 2 行目 ピルビン酸 ＋ 2 ATP4－ → ピルビン酸－ ＋ 2 ATP4－ → 

02 p.800 下から 2 行目 グリコキナーゼ グルコキナーゼ 

02 p.800 図 15.35 内腔表面に位置して 内腔表面に位置する 

02 p.801 下から 13～14 行目 グルタミン酸からα-ケトグルタル酸ができることで α-ケトグルタル酸からグルタミン酸ができることで 

02 p.805 2 行目 NADH 依存的に NADPH 依存的に 

08 p.805 下から 7～3 行目 

アセチル CoA 自体もまたピルビン酸カルボキシラーゼに 

対して正のアロステリック効果をもっており，ピルビン酸

は，ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の阻害に加えて， 

この酵素によって炭素をグルコース合成のためにオキサ

ロ酢酸に振り向けられることになる． 

アセチルCoA自体もまたピルビン酸カルボキシラーゼに

対して正のアロステリック効果をもっており，ピルビン

酸デヒドロゲナーゼ複合体の阻害に加えて，ピルビン酸

の炭素をグルコース合成のためにオキサロ酢酸に振り向

ける． 
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02 p.807 11 行目 ホスファターゼの不活性化を行って ホスファターゼの活性化を行って 

02 p.807 14 行目 フルクトース 1,6-ビスリン酸 フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ 

02 p.822 19～20 行目 グリコーゲン由来のグリコーゲン 6-リン酸を グリコーゲン由来のグルコース 6-リン酸を 

02 p.824 7 行目 グルカゴンホスホリラーゼ グリコーゲンホスホリラーゼ 

08 p.824 下から 7 行目 図 15.25，図 15.28 にあるように 図 15.23，図 15.28 にあるように 

 16 章   

02 p.838 図 16.3 グリセルアルデヒド 3-リン酸 (2) グリセルアルデヒド 3-リン酸 

02 p.841 上の図 グルコース グルコース 1-リン酸 

02 p.848 図 16.11 グルコシル化（計 3 箇所） グリコシル化 

02 p.855 図 16.14 GluUA → Gal → Gla → Xyl → O-Ser GluUA → Gal → Gal → Xyl → O-Ser 

 17 章   

05 p.867 表 17.1 下から 6 行目 リノレイン酸 リノール酸 

05 p.867 表 17.1 下から 5 行目 リノレニン酸 リノレン酸* 

05 p.867 欄外  

*（訳注） リノレン酸には二重結合の位置により異性体

（α-リノレン酸とγ-リノレン酸，p.881 の訳注参照）が

あるが，本テキストでは断りのない限りα-リノレン酸を

指す語として用いられている． 

02 p.874 図 17.7 アセチル CoA カルボキラーゼ反応 アセチル CoA カルボキシラーゼ反応 

02 p.875 最終行 飽和アシル CoA 飽和アシル ACP 

02 p.877 下から 3 行目(反応式) 14 NADPH1 ＋ 14 H+ 14 NADPH ＋ 14 H+ 

05 p.881 リノレイン酸（下から 10 行目、7 行目、4 行目、図 17.13 中） リノール酸 

05 p.881 リノレニン酸（下から 10 行目、図 17.13 中） リノレン酸 

02 p.881 下から 11 行目 脂肪酸アシル CoA の近位側にのみ導入される 脂肪酸アシル CoA の C9 より近位側にのみ導入される 

05 p.881 下から 4 行目 リノレニン酸異性体のひとつは，この系列の一部である． 
リノレン酸の異性体のひとつ（α-リノレン酸）は，この

系列の一部である*． 
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05 p.881 欄外  
*(訳注)α-リノレン酸[18:3(9,12,15)]はω-3 系列，γ-リノ

レン酸[18:3(6,9,12)}はω-6 系列である． 

03 p.881 図 17.13 上段の化学式 CH3－(CH2)3－(CH3－CH=CH)n－ … CH3－(CH2)3－(CH2－CH=CH)n－ … 

05 p.882 4 行目 リノレニン酸 リノレン酸 

09 p.886 3 行目 

    

02 p.896 下から 4 行目 アセチル CoA を産生する アセト酢酸とアセチル CoA を産生する 

02 p.897 下から 7 行目 相対的に高くなり 相対的に低くなり 

02 p.897 下から 3 行目 当量を放出する  当量を運び去る 

 18 章   

02 p.911 3 行目 つねに窒素原子を含む 通常は窒素原子を含む 

04 p.911 下から 13～12 行目 代謝活性の高いミトコンドリア… 
代謝活性の高い組織（例えば，心筋）のミトコンドリア

… 

04 p.912 2 行目 つねに 16:0…… 通常 16:0…… 

04 p.917 下から 6 行目 酵素のリン酸化は…… 酵素の可逆的なリン酸化は…… 

04 p.922 下から 10 行目 残りは脂肪酸（通常はリノール酸）が…… 残りは長鎖脂肪酸（通常はリノール酸）が…… 

04 p.922 下から 6 行目 哺乳動物細胞膜に偏在し， 哺乳動物細胞膜に遍在し， 

04 p.924 下から 3 行目 ……を介して分子鎖をもつアミノ酸…… ……を介して分枝鎖をもつアミノ酸…… 

02 p.925 図 18.32 キャプション ファルネシル-PP (F) ファルネシル-PP (G) 

02 p.926 下から 5～4 行目 ……が得られるスクアレンの全体的な…… ……が得られる．スクアレンの全体的な…… 

03 p.926 下から 1～2 行目 
コレステロール生成はスクアレンを生成するために，4 つ

の 
コレステロール生成は，4 つの 

04 p.928 下から 2～1 行目 
LDL はコレステロールを膜形成やステロイドホルモン生

成に必要な末梢組織へコレステロールを運ぶ． 

LDL の一つの機能は，膜形成やステロイドホルモン生成

に必要な末梢組織へコレステロールを運ぶことである． 
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02 p.935 下から 3～5 行目 

腸内の胆汁酸は，食餌のトリアシルグリセロールに対する

乳化剤である膵リパーゼによって加水分解を促進して作

用する 

腸内の胆汁酸は，食餌のトリアシルグリセロールに対す

る乳化剤として働き，膵リパーゼによる（トリアシルグ

リセロールの）加水分解を促進する 

02 p.936 9～10 行目 
C2 位のアミノ基は，セラミドにおいてアミド結合を介し

て長鎖脂肪酸（つねに C20～C26）が必ず結合している． 

セラミドでは，C2 位のアミド基にはアミド結合を介して

長鎖脂肪酸（通常は C20～C26）が必ず結合している． 

04 p.944 3～4 行目 つねに骨髄…… 通常骨髄…… 

04 p.947 13 行目 アラキドン酸やその代謝物は…… アラキドン酸やその代謝物のほとんどは…… 

02 p.950 10～12 行目 

アスピリンは COX-1 より COX-2 に対して強力に作用す

る．ほとんどの NSAIDs は COX-2 より COX-1 を阻害す

る． 

アスピリンは COX-2 より COX-1 に対して強力に作用す

る．ほとんどの NSAIDs は COX-1 より COX-2 を阻害す

る． 

02 p.950 14 行目 …のような NSAIDs はホスホリパーゼ A2を阻害し，… 
…のようなステロイド性抗炎症薬はホスホリパーゼ A2

を阻害し，… 

 19 章   

02 p.966 8 行目 アルミジン結合 アルジミン結合 

01 
p.983 臨床との関連 19.7 最後

の引用文献 

Hanley, W. B.., Lee, A. W., Hanley, A. J. G., et al. A 

different approach to treatment of phenylketonuria: 

phenylalanine degradation with recombi recombinant 

phenylalanine ammonia lyase. Proc. Nat. Acad. Sci. 

USA 96: 2339, 1999. 

Sarkissian, C. N., Shao, Z., Blain, F., et al. A different 

approach to treatment of phenylketonuria: 

phenylalanine degradation with recombinant 

phenylalanine ammonia lyase. Proc. Nat. Acad. Sci. 

USA 96: 2339, 1999. 

 20 章   

02 p.1039 8 行目 …に調節されている IMP，GMP そして… …に調節されている．IMP，GMP そして… 

02 p.1039 図 20.6 IMP，GMP，IMP IMP，GMP，AMP 

01 p.1042 左段 下から 2 行目 神経学的症状を表さないので 神経学的症状を現さないので 
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10 p.1048 図 20.13 
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10 p.1050 図 20.14 
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06 p.1052 図 20.18 グルタミンアミド グルタミンのアミド基 

11 p.1059 図 20.28 

  

02 p.1064 図 20.35 グルタミン酸 グルタミン 

 21 章   

02 p.1084 4 行目 シルリン シトルリン 

08 
p.1088 臨床との関連 21.5 

本文 1 行目 

酵素は糖化による 酵素は糖化により 

03 p.1097 最終行 クエン酸切断酵素 クエン酸開裂酵素 

03 
p.1098 図 21.18 キャプション 

下から 7～6 行目 
(7)：クエン酸切断酵素 (7)：クエン酸開裂酵素 

03 p.1100 3～4 行目 CREB 転写因子 CREB CREB 転写因子  （あるいは 転写因子 CREB） 

07 p.1115 5～6 行目 細胞間グルタミン循環（19.3 節参照） 細胞間グルタミン循環（より詳細な観察 19.3 参照） 

07 p.1117 1～2 行目 アルコールデヒドロゲナーゼ アルデヒドデヒドロゲナーゼ 

 22 章   

03 
p.1127 重要な概念 

左段 5～6 行目 

標的内分泌腺で特定のホルモンの合成・分泌が増加するこ

と 

標的内分泌腺で特定のホルモン（最終ホルモン）の合成・

分泌が増加すること 

03 p.1130 12 行目 副腎皮質束状層細胞（標的腺） 副腎皮質（標的腺）の束状層細胞 

03 p.1132 5 行目 細胞のやりとりは 細胞間のやりとりは 

03 
p.1154 図 22.23 キャプション 

3～4 行目 

N 結合型グリコシレーション N 結合性グリコシレーション  （用語の統一） 
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03 
p.1156 図22.25キャプション3，

6 行目（2 カ所） 

β2マクログロブリン α2マクログロブリン 

03 p.1161 6～7 行 これがサブユニットをリン酸化し これが AQP2 のサブユニットをリン酸化し 

01 p.1162 図 22.31 左図 上部 アミン作用性介在 アミン作用性介在ニューロン 

03 p.1173 図 22.42 グルココルチゴイドの標的細胞 グルココルチコイドの標的細胞 

03 
p.1173 図 22.42 キャプション 

最終行 

不活性型 inactivated 不活性型 inactive form 

03 p.1180 1～2，8 行目（2 カ所） トランスコリン トランスコルチン 

03 p.1190 重要な用語 右段 2行目 シクロペンタノ ペルヒドロフェナントレン シクロペンタノペルヒドロフェナントレン 

03 p.1191 問題 2 選択肢 A,B,C,E  「〜ことがあり得る」という表現に変更 

03 p.1191 問題 2 選択肢 A 1 つ以上 2 つ以上 

03 p.1191 問題 2 選択肢 B 1 つ以上 2 つ以上 

03 p.1192 問題 9，10： 最終行 末端器官ホルモン 最終臓器ホルモン  （用語の統一） 

03 p.1193 右段 4 行目 非活性化 不活性化 

03 p.1193 右段下から 9 行目 補足 捕捉 

 24 章   

01 
p.1291 図 24.18 キャプション 

5 行目 
tissue inhibitor of metalloproteinase 

tissue inhibitor of metalloproteinase  

(t をボールドに) 

 26 章   

07 
p.1363 臨床との関連 26.5 

左段 本文 16 行目 

ピリドキシン補給に応答して ピリドキシン応答性の 

07 

p.1363 臨床との関連 26.5 

右段 本文 20 行目～ 

……のレベルが減少する．実際，過剰の鉄は，アルコール

中毒において，最も多い問題となっている．なぜなら…… 

……のレベルが減少する．一方，鉄欠乏性貧血は，胃腸

出血や慢性感染症でも患ってなければ，非常にまれであ

る．実際には，過剰量の鉄が，アルコール中毒において，

最も多い問題となっている．なぜなら…… 

 索引   

01 p.1439 右段 26 行目 BPG  467 BPG  467, 770 
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