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機能性タンパク質
シグナル分子
• ホルモン、サイトカイン、増殖因子など。（ホルモンの一
部、サイトカイン、増殖因子の多くはタンパク質）
• シグナル分子の性質によって受容体も異なる。

受容体
細胞膜受容体
• 水溶性分子（タンパク・ペプチド、アミン類）が結合する。
タンパク質のコンフォーメーション変換を介するので情報の
伝達が速い。
• 三量体Gタンパク質共役型受容体と酵素関連受容体、イオ
ンチャネル型受容体など

核内受容体
• 疎水性分子（ステロイドホルモン，甲状腺ホルモン）が結
合する。シグナル分子が細胞膜を通過し核内受容体に結合
してDNAの転写を活性化するため、情報の伝達に時間が掛
かる。

情報伝達タンパク質
アダプタータンパク質。

プロテインキナーゼ、ホスファターゼ（リン酸化
タンパク質を生成、分解）

アデニル酸シクラーゼ、ホスホジエステラーゼ
（サイクリックAMPの合成と分解）
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機能 種類 具体例
触媒作用と代謝の調節酵素 プロテアーゼ、デヒドロゲナーゼ、他
情報を運ぶ ホルモン・サイトカイ

ン・増殖因子
インシュリン、インターロイキン

情報を伝える 受容体・情報伝達タンパ
ク質

インシュリン受容体、アドレナリン受
容体

遺伝の仕組みに関与 DNA・RNA結合タンパ
ク

基本転写因子群

物質の輸送・貯蔵 輸送タンパク質・貯蔵タ
ンパク質

ヘモグロビン、トランスフェリン、フ
ェリチン

細胞の構造・運動 構造タンパク質・モータ
ータンパク質

ミオシン、コラーゲン

免疫機構 抗体・補体 イムノグロブリン



2.  輸送タンパク質
ヘモグロビン
酸素を運搬する。

構造
• サブユニット当たり16,000程度で、8本のαヘリックスよりなり
ミオグロビンの構造によく似る。補欠分子族としてヘムをもつ。

ヒトヘモグロビン
• 成人では２種類のグロビン（αとβ）が２つずつ組み合わさ
り４量体を形成する。(αβ)2。四量体の分子量は64500。

ヘム
• ポルフィリン環の４つの窒素、ヒスチジン、酸素分子がヘム
の鉄に配位する。
• ヘムは２価鉄を含む。酸素と結合（酸素化）したヘムは明る
い赤色である。
• ３価鉄のヘムをもつものをメトヘモグロビンとよぶ。酸素を運搬できない。
• ヘモグロビンのタンパク部分がヘム鉄の酸化を防ぐ。
一酸化炭素、一酸化窒素、硫化水素もヘムに結合する。

酸素飽和曲線
ミオグロビンの酸素飽和曲線は双曲線となる。
ヘモグロビンはシグモイド型となり、協同性を
示唆する。

酸素飽和曲線に影響する因子として

• 協同性
• ボーア効果（pHとCO2）
• ヘモグロビンのCO2による修飾
• 2,3-DPG　
• ヘモグロビンの種類
ヘモグロビンは酸素結合により三次構造が大きく動く。

ヘモグロビンのコンフォーメーション変化と協同性
酸素化されたヘモグロビンは三次構造が変化し、酸素親和性が上が
る。各サブユニットは強固に結合しているので、１つのサブユニッ
トの変化が他のサブユニットの構造変化を引き起こす（これを協同
性という）

対称モデルでは、全てのアロステリックタンパクは対
称なサブユニットからなるオリゴマーと考える。

各サブユニットはRとTの２つのコンフォーメーション
の間で平衡が成り立つ。リガンドはどちらのコンフォ
ーメーションにも結合できるが、Ｔ型は低親和性、Rは
高親和性である。

コンフォーメーション変化において、タンパク全体は対称性を保
ち、１つの分子中にRとTが混在することはない。

ボーア効果
酸素化されるとヘモグロビンの解離基のpKが低下する。酸素１分子
の結合で0.6個分のH+を放出する。pHを上げると酸素親和性が上が
る。

CO2 +H2O <----> HCO3- + H+

ゆっくりと進む反応だが、炭酸脱水酵素（カーボニックアンヒドラ
ーゼ）が触媒することですぐに平衡に達する。

末梢：呼吸によるCO2から水素イオンが生じ、ヘ
モグロビンの酸素親和性が低下する。

肺：反応は左へすすみ、二酸化炭素を呼気中に
放出するためpHが上がり、酸素親和性が増す。

末梢のCO2は炭酸イオンとして血流中を肺に運ば
れる。

二酸化炭素と協同性
二酸化炭素はヘモグロビンのＮ末端アミノ基と
反応し、カルバミン酸を生ずる。

Ｔ状態ではカルバミン化され易い。カルバミン
化されるとＴ状態で安定化する。

R-NH2 + CO2 <===> R-NH-COO- + H+

2,3-DPG (diphosphoglycerate)
解糖系代謝の副産物である。赤血球内のDPGはデオキシヘモグロビンに
結合し、Ｔ型を安定化する。赤血球が末梢で酸素を放出するのに重要な
役割を果たす。

ヘモグロビンの種類
成人型：α2β2

HbF（胎児型）：α2γ2。胎児型ヘモグロビンは酸素親和性が高い。

25

N

N

N

N

VM

M

V

MP

P

M
Fe



変異型ヘモグロビン：人口の5%程度にヘモグロビン遺伝子の変異が見出されるが、ほと
んどは孤発例で病原性が無い。

HbS（鎌状赤血球症）
α2β26Glu-Val

ヘモグロビンβ鎖遺伝子の一塩基置換によ
り、グルタミン酸がバリンに変異している。
常染色体劣性遺伝（AR）貧血と血管閉塞に
よる症状。マラリア感染と関係がある。

その他の輸送タンパク質
アルブミン
分子量約６万９千の単純タンパク質。ヒト血清タンパクの
６割を占める。（4 g/dL程度）血漿浸透圧の7～8割を担
う。肝臓で合成、分泌される。肝疾患で血漿アルブミン濃
度が低下し、浮腫を起こす。

遊離脂肪酸、カルシウム、ステロイドホルモン、ビリルビ
ン、銅イオン（一部）、様々な薬物（ペニシリン、アスピ
リンなど）がアルブミンに結合し、血流中を運ばれる。

ハプトグロビン
赤血球の外に漏出したヘモグロビンを結合し肝臓に運ぶ糖タンパク質。分子量９万程
度。壊れた赤血球のヘモグロビンの９割は組織中で処理され、10％は血漿中でハプトグ
ロビンと結合する。ハプトグロビンと結合していないヘモグロビンは腎臓の糸球体を通
り抜けて尿細管に入って沈澱し、溶血性尿毒症症候群の原因となる。

トランスフェリンとフェリチン
トランスフェリン（Tf）：２個の鉄イオンを結合し，運搬する糖タンパク質。細胞表面
のトラスフェリン受容体に結合しエンドサイトーシスで細胞内に取り込まれる。

フェリチン：18.5kDaのサブユニット24個よりなる（分子量約440kDa）肝臓や脾臓な
どに多量に存在し、鉄イオンをため込む。鉄過剰の患者では血清中のフェリチン濃度が
上昇する。

トランスフェリン受容体とフェリチンは体内の
鉄の量により調節を受け、鉄が過剰な場合、フ
ェリチンが増加し、トランスフェリン受容体は
低下する。鉄が欠乏した状態ではその逆とな
る。

ヘモジデリン：フェリチンの分解産物として、
鉄過剰状態の組織に検出される。

セルロプラスミン
分子量160kDaの青色のタンパク質。６個の銅イオンを強固に結合する。

銅は多くの酸化還元酵素の補欠分子族として重要な微量元素であるが、過剰の場合タン
パク質や脂質の過酸化、活性酸素の発生などに関わる。小腸で吸収され、アルブミンに
結合して肝臓に運ばれ、セルロプラスミンに結合して貯蔵され、運搬される。

脂溶性分子の輸送
• アルブミン（脂肪酸）
• レチノール結合タンパク質（ビタミンＡ）
• トランスカルシフェリン（ビタミンＤ）
• リポタンパク質（中性脂肪・コレステロ
ール）

3. リポタンパク質
脂質は、トリアシルグリセロール（TG）とコレステロールエステルの疎水性コアをタン
パク質、リン脂質、コレステロールの両親媒性コートで覆った球状分子（リポタンパク
質）として血液中を輸送される。リポタンパク質は、組成と生理機能の異なる５種類に
分類される。

TGとコレステロールの輸送モデル
1.食餌中の脂質を元に小腸粘膜でキロミクロンを形成する。
2.脂肪組織のリポタンパク質リパーゼでキロミクロンからTGが抜かれレムナントとな
る。(コレステロールが残る）
3.食餌由来のコレステロールは肝臓のレムナント受容体で回収される。
4.肝臓で合成されたTGとコレステロールからVLDLが作られる。
5.脂肪組織のリポタンパク質リパーゼでTGが抜かれIDLとなる。
6.アポリポタンパク質が末梢のコレステロールを取り込んでHDLが作られる。
7.血漿LCAT活性によりHDLのコレステロールがエステル化される。
8.コレステロールエステルがIDLに移され、LDLが生じる。
9.LDL、IDLはLDL受容体から肝臓、末梢組織に取り込まれる。
10.肝臓のコレステロールは胆汁酸として小腸中に分泌される。

アポリポタンパク質
リポタンパク質には、9種類のアポリポタンパク質がある。

B-100は巨大（4536アミノ酸）なタンパク質で、VLDL、IDL、LDL、に含まれ、疎水
性が高い。LDL粒子表面の半分以上を覆う。

A-1は、キロミクロン、HDLに含まれる。22残基の繰り返し構造によるヘリックス構造
をもつ。22残基ごとに現れるプロリンでヘリックスは折れ曲がる。
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タンパク質 Pro Glu Glu 正常遺伝子 CCT GAG GAG
正常

遺伝子 CCT GTG GAG 変異タンパク質 Pro Val Glu
変異

体重70kg成人男子の鉄分布体重70kg成人男子の鉄分布
トランスフェリン 3-4 mg
背血球（Hb） 2500 mg
ミオグロビン・他の酵素 300 mg
フェリチン・ヘモジデリン 1000 mg
吸収量 1 mg / day
喪失量 1 mg / day



キロミクロン
食餌中のTGを筋肉、脂肪組織に運び、血管内皮表面にあるリポタンパク質リパーゼによ
り加水分解される。残るコレステロールをレムナントとして肝臓に運ぶ。

VLDL（超低密度リポタンパク質）
脂質を肝臓から脂肪組織や筋肉に運ぶ。血管内皮のリポタンパク質リパーゼでトリグリ
セリドを分解し、IDL（VLDLのレムナント）となり、さらに代謝されLDLとなりともに
LDL受容体を介して肝臓に取り込まれる。

LDL（低密度リポタンパク質）とLDL受容体
VLDLの最終代謝産物で、コレステロールエステルとアポリポタンパク質B-100が主成
分である。LDL受容体は肝臓を含む様々な組織に存在し、LDLを細胞内に取り込んで末
梢組織にコレステロールを供給する。LDL受容体は細胞表面のクラスリン被覆ピットに
集まって存在し、結合したLDLをエンドサイトーシスにより細胞内に取り込む。

コレステロール逆輸送系
HDL（高密度リポタンパク質）
末梢組織のABCA1（ATP結合カセット
A1）上で、血流中のアポリポタンパク
質と末梢のコレステロールから組み立て
られ、末梢コレステロールを運び出す。

SR-B1（スカベンジャー受容体B1）
肝細胞上にあり、HDLが結合する。脂
質を肝細胞に渡し残るアポリポタンパク
質は循環系に戻る。

LCAT（レシチン-コレステロールアシルトランスフェラーゼ）
HDLに結合しており、レシチンの２位脂肪酸をHDL内部のコレステロールに転移し、脂
肪酸エステルとする。

アテローム性動脈硬化
高コレステロール血症と酸化LDL
血漿コレステロール濃度は、LDL受容体の機能により決まり、LDL受容体の異常による
家族性高コレステロール血症（常染色体優性遺伝する）は、高脂血症に基づく動脈硬化
の原因として重要である。高脂血症患者ではLDLが容易に酸化され、酸化LDLがを生
じ、貪食した単球が泡沫細胞となって血管壁に浸潤し炎症を起こして動脈硬化斑（プラ
ーク）を形成する。

家族性高コレステロール血症
LDL受容体の不足によりコレステロールが皮膚、腱などに沈着し、単球が貪食するた
め、黄色腫形成とアテローム性動脈硬化が進行する。

タンジール病
HDL合成に必須のATP結合カセットA1（ABCA1）の欠損により、細胞内にコレステロ
ールが蓄積し、単球が貪食する。
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キロミクロン VLDL IDL LDL HDL
密度(g/mL) < 0.95 0.95 < 1.006 1.006<1.019 1.019 < 1.063 1.063< 1.210
粒子直径 (Å) 750-12,000 300-800 250-350 180-250 50-120
%タンパク質 1.5-2.5 5-10 15-20 20-25 40-55
%TG 84-89 50-65 22 7-10 3-4
%Chol 5 10 30 50 16-24
%リン脂質 7 18 22 22 25-30
アポリポタン
パク質の構成

A-I, A-II, A-IV, 
B-48, C-I, C-II, 
C-III, E

B-100, C-I,
C-II, C-III

B-100, E B-100 A-I, A-II, A-IV, 
B-48, C-I, C-II, 
C-III, E
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4. 膜輸送に係わるタンパク質
細胞の膜を構成する脂質二重層は、低分子量の非極性分子は自由に通過し、電荷を持た
ない極性分子は小さければ通る。（単純拡散）

溶質やイオンは脂質二重層を通れないため、輸送体やチャネルと呼ばれる膜輸送タンパ
ク質が存在する。膜輸送タンパク質は、脂質二重層を複数回貫通し、膜の中にポリペプ
チド鎖に囲まれた通路を作る。

物質の濃度差に依存しエネルギーを消費しない輸送を受動輸送、ATPの加水分解による
エネルギーを消費する輸送を能動輸送という。

能動輸送
濃度勾配に逆らう物質の移動には、エネルギーを供給する別の過程と共役させる能動輸
送が必要である。（この様な輸送体をポンプという）

ATP駆動ポンプ
勾配に逆らう方向の輸送をATPの加水分解と組み合わせる。

Na+-K+ATPaseは生体の全ATP消
費の3割以上を消費して、細胞外
にNa+を運び出し、細胞内にK+を
運び込んでいる。その結果、細胞
内はK+濃度が高く、細胞外では
Na+濃度が高い。

Ca2+を細胞外に運び出すCa2+ポ
ンプのために、細胞内Ca2+濃度は
低く保たれている。

共役輸送体：ATP駆動ポンプによるNa+イオンの濃度差を利用し、他の溶質を一緒に細
胞内に運び込むシンポーター（共輸送体）も能動輸送のひとつである。

受動輸送
単純拡散も受動輸送である。膜にチャネルか輸送体があれば、濃度差に従って運搬され
る。輸送の方向性は、溶質の相対的濃度差により決まる。

促進拡散
輸送体が、輸送する分子と結合し膜の反対側
に運ぶ。輸送体タンパク質の結合部位にぴっ
たり適合する分子を回転式改札口のように一
度に1分子ずつ通過させるため、輸送の選択
性が高いが一度に運ぶ分子の数は限られる。

例：グルコース輸送体

イオンチャネル
膜を貫通する水溶性の小孔を水溶性小
分子が通り、細胞や細胞小器官に受動
的に出入りする。チャネルを作るアミ
ノ酸の電荷、イオンの直径と形によ
り、特定の無機イオンのみを通す。イ
オンチャネルはゲートをもち、特定の
刺激で開閉を切り替える。

開閉刺激によるチャネルの種類
✴電位依存性チャネル：膜電位の変
化に応じて開く。

✴機械刺激依存チャネル：音刺激を
神経の電気活動に変換する。

✴神経伝達物質依存チャネル：化学
物質が結合することでチャネルが開閉する。

エンドサイトーシスとエキソサイトーシス
大きな分子の輸送は小胞の融合・出芽による。
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5. 細胞骨格
全ての真核細胞の細胞質に３つのタイプのタンパク質繊維の網目構造が張りめぐらされ
ている。細胞の形を支え、運動や細胞内小器官の移動、エンドサイトーシスとエキソサ
イトーシス、細胞分裂などの機械的仕事を行う。

6. 細胞間結合
細胞同士、または細胞と細胞外マトリックスを接着する仕組みがあり、細胞骨格と密接
に繋がって、組織の強度を保っている。

密着結合
細胞の間をジッパーのようにつなぎ止めて封印し、隙間からいろいろな分子が漏れない
ようにする。クローディンとオクルディンが鎖上に並び細胞同士を密着させる。

接着結合
上皮同士の接着に関与する。カドヘリンが細胞同士を直接結合させ、細胞内ではアクチ
ン束と結合して隣接する細胞のアクチンの束を結びつけている。

デスモゾーム
接着結合とは異なる種類のカドヘリンが細胞同士を結び
つけて、細胞内ではケラチンに結合して細胞の引っ張り
強度を維持している。

ヘミデスモゾーム
細胞の中間径フィラメントをインテグリンを介して基底
膜に結合させる。デスモゾームを半分にした構造をして
いる。

カドヘリン
1回膜貫通タンパク質で細胞外部分はカルシウムイオン
の存在下で相互作用し、細胞の接着に関与する。

細胞骨格
（直径）

構成タンパ
ク質

構造 局在と機能 備考

微小管
(25nm)

αチュブリ
ンとβチュ
ブリンより
なるプロト
マー

13本の縦に並んだ
プロトフィラメン
トからなる管状構
造。重合、脱重合
により構造を変え
る。

細胞分裂時の紡錘体の形
成、小胞の細胞内輸送、線
毛、鞭毛の運動、神経軸索
や樹状突起を構成し軸索流
にも関係する。

チューブリン二量体がGTP
に依存して会合する。キネ
シン、ダイニンなどと相互
作用する。コルヒチン、ビ
ンブラスチン、パクリタク
セルは微小管の重合に関与
する。

ミクロフ
ィラメン
ト
(8-9nm)

Gアクチン
（単量体）
が重合して
Fアクチン
を構成する

マグネシウム、塩
化カリウム存在下
で重合し、Fアク
チンが二重らせん
状のミクロフィラ
メントを構成し、
さらに絡み合って
網目構造をを作る

細胞膜直下でストレスファ
イバーを構成する。ミオシ
ンと相互作用し、細胞の運
動や形状の維持に関与す
る。細胞分裂時の収縮輪、
微絨毛の芯など。

＋端とー端があり、＋端の
伸長速度が大きい。アクチ
ン単量体にはATPが結合し
ており重合体はATPが加水
分解されると不安定とな
る。

中間径フ
ィラメン
ト
(21nm)

ラミン（A/
C）、ケラ
チン、ビメ
ンチン、な
ど他種類

４量体が拠り集ま
って長い丈夫なフ
ィラメントとな
る。

ラミン：核、ケラチン：皮
膚、デスミン：筋細胞、ビ
メンチン：間葉系細胞
デスモゾーム（細胞間結
合）で細胞膜に付着して細
胞全体に広がり、細胞の構
造や強度を保持する。

ラミンは有糸分裂の際にリ
ン酸化により脱重合する。
中間径フィラメントの分布
は細胞に特異的。皮膚疾患
でケラチン遺伝子の異常に
よる水疱形成がみられる。

構造 分布
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7. 細胞外マトリックス
細胞の周囲にあり、細胞か
ら分泌された素材で満たさ
れる。細胞結合とマトリッ
クスにより組織の柔軟性が
保たれる。

結合組織では、細胞外マト
リックスが豊富で、組織に
強度を与える。動物の結合
組織には腱や骨、皮膚、軟
骨など多様だが、大部分を
細胞外マトリックスが占め
てその中に細胞が散在して
いる。

繊維状タンパク質のコラーゲンが引っ張り強度を保ち、他にエラスチンやグリコサミノ
グリカンなどの多糖成分が含まれる。

コラーゲン
ほ乳類のタンパク質の25％を占める。コラーゲン鎖が三重らせん構造を取り、さらに集
合しコラーゲン原繊維を作る。これがさらに束になってコラーゲン繊維を形成する。

インテグリンとフィブロネクチン
インテグリンは細胞表面に突き刺さって二量体を形成し、細胞内ではアダプターを介し
てアクチンフィラメントと連結し、細胞外ではフィブロネクチンを介してコラーゲン原

繊維と繋がる。インテグリンは単に強度を保つだけでなく、化学シグナルに反応して結
合する相手を変え、細胞の移動などにもかかわる。

フィブロネクチンはコラーゲン原繊維と細胞表面のインテグリンを繋ぐ。

血清タンパク質の分類（参考）
血液の細胞成分（血球）を除いたものを血漿という。血球を除く際に血液を凝固させ、
血漿中のフィブリンが除いたものを血清という。

セルロースアセテート膜電気泳動により血清タンパク質を分類すると、大きく５つの分
画に分かれる。

グロブリンとは
血清中のタンパク質のうち、塩析によって析出されやすいタンパク質の総称。電気泳動
法でアルブミンに近い物から、α1グロブリン、α2グロブリン、βグロブリン、γグロ
ブリンと呼ばれているが、いずれも単一なタンパク質成分ではない。
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