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1 はじめに

早速ですがこのシケプリはレジュメを持っている

ことを前提として書かせて戴きます。更に、レジュ

メ 1ページ目・2ページ目はあまり解説の必要がな

さそうなので割愛させて戴きます。それにしてもシ

ケプリの締め切りがこんなに厳しいなんて想像もし

ておりませんでした。ということでレイアウト等は

投げやり状態になっておりますが大目に見てやって

くださいませ（ぺこり

2 プリン

2.1 プリンのこと

プリンは DNA や RNA を作るのは勿論のこと、

ATPも作り、ATPから作られる NAD+・FAD・CoA

などの補酵素を作るのにも不可欠です。プリン合

成は D-Ribose 5-phosphate（リボース 5リン酸）か

らスタートします。プリン合成では塩基がこのリ

ボース 5リン酸上で組み立てられていくというのが

大きな特徴です。注意すべきは「リボース」という

ことです。つまりこの状態では RNAの前駆体なの

です。DNA を作るにはデオキシ化する必要があり

ます。

以下ではプリンであるアデニンとグアニンの作

り方を追ってゆきます。大まかな流れとしては

リボース 5 リン酸 → ホスホリボシルピロリン酸

（PRPP）→→→イノシン 5’ 一リン酸（IMP）が分

岐点→GMPか AMP→リボース＆リン酸を除いて
グアニンかアデニンという感じになります。

ピリミジンに比べてとっても複雑な経路を辿るの

で代謝異常も生じやすいということにも注意しま

しょう。

2.2 プリン合成

D-リボース 5リン酸

⇓>PRPP合成酵素

ホスホリボシルピロリン酸（PRPP）

⇓ アミドホスホリボシルトランスフェラーゼ
5-ホスホリボシルアミン（PRA）

⇓ ホスホリボシルグリシンアミド合成酵素



2

5’-ホスホリボシルグリシンアミド

⇓ ホスホリボシルグリシンアミドフォルミルトランスフェ
ラーゼ

5’-ホスホリボシル-N-ホルミルグリシンアミド

⇓ ホスホリボシルホルミルグリシンアミジン合成酵素
5’-ホスホリボシル-N-ホルミルグリシンアミジン

⇓ 分子内カップリング（縮合）反応
5’-ホスホリボシル-5-アミノイミダゾール

⇓ ホスホリボシルアミノイミダゾールカルボキシラーゼ

5’-ホスホリボシル-5-アミノイミダゾール-4-カル

ボン酸

⇓ ホスホリボシルアミノイミダゾールスクシノカルボキサミ
ド合成酵素

5’ ホスホリボシル-4-（N-スクシノカルボキサミ

ド）-5-アミノイミダゾール

⇓> アデニロコハク酸リアーゼ
5’-ホスホリボシル-4-カルボキサミド-5-アミノイミ

ダゾール（AICAR）

⇓ ホスホリボシルアミノイミダゾールカルボキサミドフォル
ミルトランスフェラーゼ

5’ ホスホリボシル-4-カルボキサミド-5-ホルムアミ

ドイミダゾール

⇓IMP シクロヒドロラーゼ
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グアニン合成の場合

イノシン 5’-一リン酸（IMP）

⇓IMP デヒドロゲナーゼ

キサンチル酸（XMP）

⇓GMP合成酵素

GMP

⇓ [↑>HGPRTで戻す]

グアニン

アデニン合成の場合

イノシン 5’-一リン酸（IMP）

⇓ アデニロコハク酸合成酵素
アデニロコハク酸

⇓ アデニロコハク酸リアーゼ
AMP

⇓ ヌクレオチダーゼ・ヌクレオシダーゼ [↑>APRTで戻す]

アデニン
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補足

• PRPPは多くの反応に使われる物質。ピリミ

ジン合成・ヒスチジン合成にも必須。PRPP

合成酵素亢進症では作られすぎたプリンの

せいで通風になる。ピリミジン合成亢進によ

る影響はないらしい。PRPP合成酵素欠損症

では恒常的に血漿尿酸値が低くなる。ピリミ

ジン合成では PRPPとオロト酸からオロチ

ジル酸ができるので尿中オロト酸軽度増加。

PRPP合成酵素欠損症の症状は薬剤不応性の

巨赤芽球性貧血・低尿酸血症・無呼吸発作・

痙攣発作・知能発達遅滞。

• アデニロコハク酸リアーゼは AMP合成まで

の二箇所で必要。常染色体劣性。ヘテロは無

症状。完全欠損は致死らしい。欠損すると何

故か自閉的傾向・てんかん・発育不全。蓄積

した産物は脱リン酸化されて排泄される。

• HGPRT（ヒポキサンチングアニンホスホリ

ボシルトランスフェラーゼ）はヒポキサン

チンとグアニンを PRPPの存在下で IMP と

GMPに変換する「再利用」のための酵素。

欠損するとヒポキサンチン・キサンチン・尿

酸が体液中に増加し、また PRPPが消費され

ないので PRAが過剰に生産される。HGPRT

完全欠損すると Lesch-Nyhan症候群（激し

い自傷行為）。ただし Lesch-Nyhanの症状と

プリン合成亢進は直接の関係はない。基底核

領域でドパミン・ホモバニリン酸・ジヒドロ

キシフェニル酢酸などの含有量低い。ドバミ

ン脱炭酸酵素・チロシン水酸化酵素などの活

性低下。ヒトでもマウスでも同様である。

• APRTはアデニンを PRPPの存在下で AMP

に戻して「再利用」するための酵素。APRT

欠損によりアデニンが蓄積。キサンチンオキ

シダーゼによって DHA（難溶性）に変換さ

れることで結石症・腎障害になるがそれ以外

は問題なし。

• プリン合成調節について。AMP・GMP・IMP

はリボース 5リン酸から PRPPが作られる反

応を抑えて調節できるが、PRPPはプリン合

成だけに関わっているわけではないのでプリ

ンヌクレオチドが PRPPを調節するのは宜し

くない。そこでプリンヌクレオチドは PRPP

から PRAを作る反応を調節する。AMP だ

け・GMPだけではこの反応における酵素活

性を 10%下げられるだけだが AMPと GMP

が一緒に阻害すると相乗作用で 90%も阻害

できる。さらにプリンヌクレオチドは IMP

からそれぞれ自分自身（AMP・GMP）を合

成する反応を阻害することが出来、自分自身

の存在によって過剰な産生を防いでいる。
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2.3 プリンの分解

AMP

⇓
アデノシン

⇓> アデノシンデアミナーゼ（ADA）

イノシン

⇓> イノシナーゼ
ヒポキサンチン

⇓> キサンチンオキシダーゼ
キサンチン（⇐グアニン⇐グアノシン⇐GMP）

⇓> キサンチンオキシダーゼ
尿酸

補足

• プリンヌクレオシドホスホリラーゼはヌク
レオシドをヒポキサンチン・グアニンに変え

る。プリンヌクレオシドホスホリラーゼ欠

損になると血清尿酸値が低下し、ヌクレオシ

ドが蓄積し、細胞性免疫不全（重症複合免疫

不全症の 4%）となる。dGTPが上昇するこ

とでリボヌクレオシド還元酵素が阻害され、

DNA 合成が阻害され、その結果細胞分裂が

阻害され、T細胞機能不全になるという仕組

みである。GTP低下によって新たに GTPが

過剰生産されては過剰排泄される。しかし

ノックアウトマウスではなぜか免疫系にそこ

まで影響が出ず、デオキシグアノシン・その

他プリン代謝産物の排泄のみである。

• アデノシンデアミナーゼ欠損症ではイノシン
に変換されないアデノシンやデオキシアデノ

シンが蓄積してゆき、デオキシアデノシンが

血漿・尿中にみられる。そして T 細胞に障

害が出てしまい、B細胞も減少し、体液性免

疫と細胞性免疫の両方が欠損した SCID（重

症複合免疫不全症）になってしまう。これは

骨髄移植で治療可能である。（PEGー ADA

治療）

• キサンチンオキシダーゼ欠損症ではヒポキサ
ンチンが尿酸に変換されなくなり、ヒポキサ

ンチンとキサンチンが関節や筋肉に蓄積して

痛みを引き起こす。また、オキシプロリンの

尿中排泄による尿路結石も起こる。常染色体

劣性であり症状は軽い。

• 痛風の治療薬であるアロプリノールはこのキ
サンチンオキシダーゼを阻害することによっ

て尿酸を作り過ぎないように調節している。

アロプリノールはヒポキサンチンと構造が非

常に良く似ており、そのため拮抗的阻害を行

うことが出来る。
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2.4 サルベージ回路

今更ながら、salvage pathwayという再利用経路に

ついてまとめます。せっかく苦労して作ったプリン

を分解するとき、最終的には尿酸の形で排出してい

るということを見てきました。しかしせっかく作っ

たプリン環をそのまま残して捨てるというのは非常

に勿体無い話です。そこでヒポキサンチンを IMP

に、アデノシンを AMPに、グアノシンを GMPに

戻すという再利用経路が活躍します。

ヒポキサンチン HGPRT−−−−−−→ IMP

グアニン HGPRT−−−−−−→GMP

アデノシン APRT−−−−→ AMP

3 ピリミジン

3.1 ピリミジンのこと

プリンの合成では、プリンがリボース 5リン酸の

上で組み立てられるということを見てきました。一

方ピリミジンの場合はまず塩基の方が合成され、後

から PRPPが付加されます。他にも、分岐点がない

という点でもプリン合成と異なります。

3.2 ピリミジン合成

NH3 +HCO−3
⇓ カルバモイルリン酸合成酵素
カルバモイルリン酸

+アスパラギン酸

⇓ アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼ
カルバモイルアスパラギン酸

⇓ ジヒドロオロターゼ
ジヒドロオロト酸

⇓ ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ
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オロト酸

⇓ オロト酸ホスホリボシルトランスフェラーゼ
オロチジン 5’ 一リン酸（オロチジル酸、OMP）

⇓ オロチジン 5’ リン酸デカルボキシラーゼ

ウリジン 5’ 一リン酸（UMP）−→ウラシル

⇓ATPでリン酸 1個付加

UDP

⇓ATPでリン酸 1個付加

UTP

⇓CTPシンターゼ

シチジン 5’ 三リン酸（CTP）

補足

• オロト酸からオロチジル酸を作るときに
PRPPが登場することに注目。

• オロト酸から UMPを作るまでの 2酵素が同

時に欠損すると PRPPが限られているために

オロト酸が蓄積し、オロト酸排泄過剰となり

ピリミジン不足による症状を呈する。オロト

酸尿症というこの病気は唯一のピリミジン代

謝異常である。

• UMP はエネルギー量に依存して UDP と

UTPに可逆的に変換される。UTPにグル

タミン（アミノ基供与）と ATPを加えて直

接 CTPが作られる。しかし UTPと CTPの

間では容易に相互変換が起こり、バランスを

調整している。

• 動物細胞では UTPが多くなると一番最初の

反応（カルバモイルリン酸合成反応）を阻

害するという制御によって合成を調節して

いる。

4 ヒスチジン

ヒスチジンの生合成についてですが、あまり講義

でも重視されていなかった&レジュメを見れば分か

ると思いますので詳しい説明は致しません。ポイン

トは以下の通り。

• ATPはエネルギー源として使われているの

ではなく、アデニン部分が利用されている。

• PRPPがヒスチジン合成でも登場。

• Gln（グリシン）はアミノ基供与体として使

われている。

• 副産物として出てきた AICAR はプリン合成

に使われる。
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5 葉酸

レジュメの 7ページを見るとかなり大掛かりな

マップが描かれていますが、重要なのは一部です。

葉酸は NADPH2 によって二段階で水素付加され

ます。二つの水素が付加したのが DHF、さらに二

つ付加すると THF（テトラヒドロ葉酸）です。THF

は既にプリン合成でもピリミジン合成でも登場し

ています。THFは C1 を運ぶということが重要で、

メチル基やホルミル基をくっつけてメチル THFに

なったりホルミル THFになったりします。

まず THFからスタートしましょう。

THF+セリン−→ 5,10−メチレン THF+グリシン

の反応によって 5,10-メチレン THFができます。さ

らに、

5,10−メチレン THF+dUMP−→ dTMP+DHF

の反応によってチミジル酸（TMP）ができます。こ

のとき生じた DHFは DHFR（ジヒドロ葉酸還元酵

素）によって THFに変えて再利用します。

さて、がん細胞など急速に分裂している細胞はチ

ミジル酸を大量に必要とします。そこでチミジル酸

が生じる回路をストップさせれば制がん効果がある

と考えられます。代表的な抗がん剤がアミノプテリ

ン・メソトレキセート（アメトプテリン）と 5FU（5-

フルオロウラシル）です。アミノプテリン（DHFに

構造が似ている）は DHFRを阻害し、DHFを THF

に変換できないようにします（再利用の道を断つこ

とで回路をストップさせる）。一方 5FUは再利用経

路によって 5-フルオロデオキシウリジン一リン酸

を作り、これがチミジル酸合成酵素を直接的に阻害

し、5,10-メチレン THFがチミジル酸に変換されな

いようにします。

葉酸の回路を回すためにはまだ他の要素もありま

す。B12はホモシステインからメチオニンを合成す

るのに必須です。先程登場した 5,10-メチレン THF

は NADH2 によって不可逆的に還元されて 5-メチ

ル THFになります。この 5-メチル THFとホモシ

ステインからメチオニンが出来て再び THFが現れ

るということです。もし B12が欠乏してしまった

ら 5-メチル THFは消費されず、しかもその前の反

応が不可逆的なのでひたすら 5-メチル THFが蓄積

し、葉酸が欠乏し、悪性貧血になります。

6 研究への応用

このあたりはプリントにも書かれていないのであ

まり重視しなくても良いと思います。講義ではひた

すらパワポのページをめくることに専念していると

しか云いようがないスピードで駆け抜けたところ

です。

6.1 HAT選択

HAT の Hはヒポキサンチン、A は葉酸の拮抗阻

害剤であるアミノプテリン、Tはチミジンのことで

す。アミノプテリンがあるということは THFはで

きません。つまりプリン合成においては IMP がで

きないし、ピリミジン合成においては TMPが出来

ないのです。しかし、HGPRTがあればサルベージ

回路でヒポキサンチンから IMP を作ることが出来

ます。また、TK（チミジンキナーゼ）があればチミ

ジンから TMPを作ることが出来ます。

つまり、HAT 中では HGPRTがない細胞や TK

がない細胞は増殖できないのです。この二種類の

細胞を融合させて出来た細胞であれば HAT 中で

増殖できるということに注意しましょう。例とし

ては抗体産生細胞とミエローマ細胞（がん細胞。

TK か HGPRTが欠損）を融合させると、融合し

た細胞だけが HAT 中で増殖できます。他の例だ

と、mycophenolic acidは IMP−→GMPを阻害する

ので GMPだけが作れず HAT 中で増殖できません

が ecogptという遺伝子を導入すれば HAT 中でも増

殖可能になります。ecogptというのは XGPRTを

コードする遺伝子で、XGPRTがあるとキサンチン

−→XMP の反応がおきて XMP から GMPが作れ

るということになります（プリン分解のレジュメ

参照）。

6.2 細胞に対する操作

• 細胞同調法…過剰なチミジンは S期の進行を

妨げるので、非同調的に分裂している細胞た

ちに過剰にチミジンを与えると分裂が S期あ
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たりでストップして、チミジンを除くと揃っ

て（同調的に）分裂し始める。

• 増殖中の細胞をラベルする…トリチウムチミ
ジンやブロモデオキシウリジンを添加する。

光学顕微鏡で核がラベルされているのが分か

るらしい。(?)

• 増殖中の細胞を選択的に除去する方法…トリ
チウムチミジンやブロモデオキシウリジンを

添加した後光照射。増殖中の細胞の方が休止

している細胞よりも放射線障害に感受性が高

いことを利用する。(?)

7 おわりに

神野先生の範囲は以上です。最後にご本人（の

メール）に登場していただきましょう。

>生化学の試験は落ちる人もいますが、大多

数は問題なし。手を抜かなければ大丈夫と思

うのですが。ただ問題の難易度と平均点は相

関してません。試験に関する一般的なアドバ

イスはできないですが、私の場合は授業でも

申しましたがあまり細かいことは覚えてもら

うつもりはないです。

>「試験対策」大変でしょうけどがんばって

ください。

ミス訂正等は

タカハシモモコ

a_history_of_the_hero---10.09v

@docomo.ne.jp

まで宜しくお願い致します。ミス訂正してく

ださった方には何か差し上げますので放置せ

ず可及的速やかにお知らせ下さいませ ♥♥

—THE END—


