
生物化学２（2014 . 4 . 2 1）

ヌクレオチドの代謝
1.核酸とヌクレオチドの構造（復習）
ヌクレオシドとヌクレオチド
ヌクレオシド
塩基と五炭糖（ペントース）がグリコシド結合で繋がる配
糖体をいう。含まれる塩基に応じた名称が与えられてい
る。
ヌクレオチド
ヌクレオシドのリン酸エステル化合物（リン酸化ヌクレオ
シド）をいう。塩基、五炭糖、リン酸よりなる。

二種類の五炭糖
リボースと2-デオキシリボース

核酸塩基
プリン塩基とピリミジン塩基に大別する。
骨格の番号の付け方に注意すること。
DNA
• グアニン・アデニン・シトシン・チミン
RNA
• グアニン・アデニン・シトシン・ウラシル
代謝過程の中間体
ヒポキサンチン、キサンチン、尿酸、オロト酸
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ヌクレオシド・ヌクレオチドの名称

ヌクレオチドの略称
• ヌクレオシドの名称にリン酸基の数を添える。
ヌクレオチド
• アデノシン5’-一リン酸（AMP、アデニル酸：リン酸基ひとつ）

• アデノシン5’-二リン酸（ADP:リン酸基ふたつ）

• アデノシン5’-三リン酸（ATP:リン酸基みっつ）

ポリヌクレオチド
多数のヌクレオチドがホスホジエステル結合で結合
している。DNAとRNAはともによく似たポリヌク
レオチドである。

• ヌクレオチドの3’-水酸基に次のヌクレオチドの
5’-リン酸が結合し、方向性がある（5’-リン酸
=>3’-水酸基）

• ポリヌクレオチド鎖の構造は塩基配列（塩基の並
び順）で表すことが出来る。塩基配列はアルファ
ベット1文字で表記し、遺伝情報を伝える

• RNAはリボヌクレオチド、DNAはデオキシリボ
ースのみよりなる。

塩基 ヌクレオシド名 ヌクレオチド名 略称 備考

アデニン（Ａ） アデノシン アデニル酸（アデノシン一リン酸） AMP

グアニン（Ｇ） グアノシン グアニル酸（グアノシン一リン酸） GMP

シトシン（Ｃ） シチジン シチジル酸（シチジン一リン酸） CMP

チミン（Ｔ） チミジン チミジル酸（チミジン一リン酸） dTMP DNAのみ

ウラシル（Ｕ） ウリジン ウリジル酸（ウリジン一リン酸） UMP RNAのみ

ヒポキサンチン イノシン イノシン酸（イノシン一リン酸） IMP 代謝の中間体

キサンチン キサントシン キサントシン酸（キサントシン一リン酸） XMP 代謝の中間体

オロト酸 オロチジン オロチジル酸（オロチジン一リン酸） OMP 代謝の中間体



2.核酸代謝の概要
核酸分子（ポリヌクレオチド鎖）の合成と分解
• 合成は核酸を鋳型にヌクレオシド三リン酸を基質としたポリメラーゼが触媒するヌクレオチド転移反応による。

• 分解は、様々な特異性をもつヌクレアーゼによるホスホジエステル結合の加水分解反応による。
エンドヌクレアーゼ
ホスホジエステル結合の加水分解により、2分子のポリヌクレオチド鎖を生じる。
エキソヌクレアーゼ
加水分解でポリヌクレオチド鎖の末端からヌクレオチドが遊離する。
DNaseとRNase
DNA鎖を分解するもの（DNase）とRNA鎖を分解するもの（RNase）がある。

ヌクレオチドの合成と分解
• 細胞内で完全な新規生合成が可能である（新生経路）。

• プリン塩基とピリミジン塩基で代謝経路が異なる（合成・分解とも）。

• 糖とリン酸はリボース5-リン酸（R-5-P）としてペントースリン酸回路から供給される。

• デオキシリボヌクレオチドはリボヌクレオチドの還元反応により生ずる。

• プリン塩基の大部分は再利用される（サルベージ経路）が、一部は尿酸となり尿中に排泄される。

• ピリミジン塩基は異化されて糖・脂質代謝経路に入る。

• ヌクレオチドの合成、分解の異常は様々な疾病の原因となる。

3.ホスホリボシルピロリン酸（PRPP）の合成と役割
構造
• リボース（五炭糖）の5位にリン酸基、１位にα配置でピロリン酸基が結合している。

役割
• ヌクレオチド合成反応でホスホリボシルトランスフェラーゼの基質としてホスホリボシル基の供与体となる。 

• プリン・ピリミジンヌクレオチドの新規合成・再利用経路・ヒスチジン，トリプトファンの生合成に関与する。

• ヌクレオチド合成経路の促進因子である。

合成
• ペントースリン酸回路から供給されるリボース5-リン酸にATPの
ピロリン酸基が転移され活性化される。リボースリン酸ピロホス
ホキナーゼ（EC=2.7.6.1）が触媒する。

調節
マグネシウム、無機リン酸が活性化因子、ADP、GDPにより阻害を
受ける。
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4.プリン塩基の新規合成経路

• 2,3,5は三機能プリン生合成タンパクアデノシン-3に含まれる三つのド
メインがもつ活性である。

• 6,7は多機能タンパク質ADE-2に含まれる二つのドメインがもつ活性
である。

• 7b,10bは二つの不連続な反応を一つのタンパク質が触媒している。

• 8,9はに機能プリン生合成タンパク質PUSHに含まれる二つのドメイン
がもつ活性である。
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概要
• PRPPの1位を足場にして順にプリン骨格を組み上げ、イノシン酸（IMP、塩基はヒポキサンチン）を合成し、ア
デニル酸またはグアニル酸に変換する。

• アミノ酸（グルタミン、グリシン、アスパラギン酸）とテトラヒドロ葉酸（10-ホルミルTHF）、多数のATP、
GTPを消費する。

• 効率よく均等にグアニル酸、アデニル酸が作られるように調節されている。

反応経路
1. アミドホスホリボシルトランスフェラーゼ（EC=2.4.2.14）が触媒する反応により、グルタミンのアミド窒素が
PRPPの1'位に転移され、5-ホスホ-β-リボシラミンを生じる。リボースの１位はβ配置に反転する。プリン塩
基合成経路の律速酵素である。

2. グリシンアミドリボチド(GAR)シンテターゼ（EC=6.3.4.13）が触媒する反応により、5-ホスホ-β-リボシラ
ミンのアミノ基にグリシンが縮合されて グリシンアミドリボチドを生ずる。GARシンテターゼは三つの触媒活
性ドメインをもつ多機能酵素である。

3. GARホルミルトランスフェラーゼ（EC=2.1.2.2） の反応により、10-ホルミルテトラヒドロ葉酸(THF)のホル
ミル基がGARに転移されホルミルグリシンアミドリボチド（FGAR）を生ずる。

4. FGAMシンテターゼ（EC=6.3.5.3）はATPを消費してグルタミンのアミド窒素を遊離させFGARに結合させホ
ルミルグリシンアミジンリボチド(FGAM)とADP、グルタミン酸を生じる。

5. 5-アミノイミダゾール(AIR)シンテターゼ（EC=6.3.3.1）は、ATPを消費する閉環反応によりAIRを生じる。
6. AIRカルボキシラーゼ（EC=4.1.1.21）がAIRの4位に炭酸イオンを縮合し4-カルボキシ5-アミノイミダゾール
リボチド(CAIR)を生じる。

7. 5-アミノイミダゾール-4-(N-スクシノカルボキサミド)リボチド(SAICAR)シンテターゼ（EC=6.3.2.6）が、
CAIRのカルボキシ基にアスパラギン酸のアミノ基を縮合させSAICARを生じる (a)、。続いてアデニロコハク酸
リアーゼ（EC=4.3.2.2）がフマル酸の遊離(b)を触媒し、水酸基をアミノ基に置換しアミノイミダゾール-4-カ
ルボキサミドリボチド（AICAR）を生じる。

8. AICARホルミルトランスフェラーゼ（EC=2.1.2.3）が10-ホルミルTHFからAICARの5位アミノ基にホルミル
基を転移し、5-ホルミルアミノイミダゾール-4-カルボキサミドリボチド(FAICAR)を生じる。

9. AICARシクロヒドロラーゼ（EC=3.5.4.10）によりAICARが脱水による環化を受けイノシン酸（IMP）が生成
する。

10.アデニロコハク酸シンテターゼ（EC=6.3.4.4）によりGTPを消費してIMPの6位にアスパラギン酸が結合し、ア
デニロコハク酸を生じる（10a）。続いて7bと同じアデニロコハク酸リアーゼによりコハク酸が遊離してアデニ
ル酸（AMP)を生じる（10b）。

11. IMPデヒドロゲナーゼ（EC=1.1.1.205)がNAD+を補酵素としてイノシン酸をキサントシン一リン酸(キサンチン
を塩基としてもつ)に変換する。

12.GMPシンテターゼ（EC=6.3.5.2）はATPを補酵素とする反応で、グルタミンを加水分解して生じるアンモニア
をプリン骨格の2位に結合させ、グルタミン酸とAMP、ピロリン酸を生ずる。

調節
• アミドホスホリボシルトランスフェラーゼが律速。PRPPが促進因子。プリンヌクレオチドが抑制因子である。

• アデニロコハク酸シンテターゼ、IMPデヒドロゲナーゼはそれぞれAMP、GMPで阻害を受ける。

• アデニル酸の合成（アデニロコハク酸シンテターゼ）はGTPが必須、グアニル酸の合成（GMPシンターゼ）は
ATPが必須であり、グアニンとアデニンが均等に生成されるようにたすき掛けの関係になっている。
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5.葉酸代謝（参考）
概要
C1単位の転移反応において、ビオチンがカルボキシル基、S-アデノシルメチオニンがメチル基専用なのに対して、テ
トラヒドロ葉酸（THF）は様々な酸化状態の炭素の担体として転移反応の補酵素となる。生体内では5-メチルTHF
として貯蔵されており、メチオニンシンターゼの反応でビタミンB12依存性にTHFに変換され利用される。
葉酸はNADPHを補酵素にしたジヒドロ葉酸レダクターゼの反応で、１段目は7,8位が還元され２段目で5,6位が還元
されジヒドロ葉酸を経てテトラヒドロ葉酸となる。

葉酸が関与する反応
核酸塩基合成（プリン塩基合成。チミジル酸の合成）、アミノ酸代謝（グリシン、セリン、ヒスチジン、メチオニ
ン、グルタミン酸など）、大腸菌のタンパク質合成の開始でN-ホルミルメチオニルtRNA合成。

病気と葉酸
葉酸はビタミンのひとつ（B9）。 ビタミンB12の欠乏は機能的葉酸欠乏による巨赤芽球性貧血の原因となる。
ビタミン剤として用いられる（葉酸、フォリアミン®）ほか、葉酸代謝拮抗剤（メトトレキサート）が抗癌剤として
用いられる。
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6.プリン塩基の再利用（サルベージ）経路
ヌクレオチドの合成の大部分（90%以上）は、分解で生じた遊離のプリン塩基に、PRPPからホスホリボシル基を
転移させる再利用経路に由来する。プリン骨格の新規合成は多量のATPを消費するので、塩基を再利用することで
エネルギーコストを節約する。また、塩基の分解により生ずる尿酸の量も減少させることができる。

関わる酵素
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（HGPRT; EC=2.4.2.8）
アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ（APRT; EC=2.4.2.7）

代謝異常症
Lesch-Nyhan症候群：HGPRT欠損症で、伴性劣性遺伝。高尿酸血症、自傷行為、精神神経障害など特有の症状が
見られる。
高尿酸血症：再利用経路の異常が原因の場合がある。痛風性関節炎、腎不全など。（後述）
ARPT欠損：尿路結石などがみられる。
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7.ピリミジンヌクレオチドの合成
概要
グルタミン、炭酸水素イオン、アスパラギン酸から生じた六員環を酸化したオロト酸（ピリミジン骨格）にPRPPの
ホスホリボシル基を転移しヌクレオチドとする。ウリジンヌクレオチドからシチジンヌクレオチドを合成する。
（チミジル酸の合成は別に扱う）

反応経路
1. グルタミン酸が加水分解されて生じるアンモニアと炭酸水素イオンがATPのエネルギーにより縮合して生じる

カルバモイル酸がATPによりリン酸化されカルバモイルリン酸を生じる。（カルバモイルリン酸シンターゼⅡ; 
EC=6.3.5.5)

2. さらに、アスパラギン酸が縮合しカルバモイルアスパラギン酸となる。（アスパラギン酸カルバモイルトラン
スフェラーゼ: EC=2.1.3.2、大腸菌酵素では調節点となっている）

3. 水の離脱による環化によりジヒドロオロト酸を生じる。（ジヒドロオロターゼ; EC=3.5.2.3）
4. ミトコンドリア内膜の膜タンパク質で、FMNを補欠分子族として持ち補酵素Ｑが酸化剤である。キノンに依存

した酸化反応でオロト酸を生じる。（ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ; EC=1.3.5.2）
5. PRPPのホスホリボシル基を転移してオロチジン一リン酸（OMP）を生じ（オロト酸ホスホリボシルトランス

フェラーゼ; EC=2.4.2.10）
6. つづく脱炭酸反応（オロチジン5’-一リン酸デカルボキシラーゼ; EC=4.1.1.23）によりUMPが生じる。5.6は

同一タンパク質（ ウリジン5’-一リン酸合成酵素）の二つのドメインが各々触媒する。
7. 二段階のリン酸化ののちにグルタ

ミン酸の加水分解により生じたア
ンモニアがATPのエネルギーによ
りピリミジン環の４位に結合して
CTPが生じる（CTPシンターゼ: 
EC=6.3.4.2）。

調節
• 1.2.3の活性はCADタンパク質の三
つのドメインがそれぞれ触媒する。

• ATP、PRPPがアロステリック因子
として促進的に、UTP、UDPは抑制
的に調節する。

• 細胞がS期に入る直前にMAPキナー
ゼ（細胞増殖を促進する作用をもつ
タンパク質キナーゼ）によるリン酸
化で活性化され、S期を抜けるととも
にプロテインキナーゼＡによるリン
酸化で抑制的に調節される。

• ６の脱炭酸反応はUMPにより生成物
阻害を受ける。
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8.デオキシリボヌクレオチドの合成
概要
四種類のリボヌクレオシド二リン酸（UDP, CDP, 
GDP, ADP）がリボヌクレオチドレダクターゼの反応
で還元され、デオキシリボヌクレオシド二リン酸
（dUDP, dCDP, dGDP, dADP）を生じる。
ヌクレオチドの必要量に応じた厳密な調節を受ける。

リボヌクレオチドレダクターゼ
• EC=1.17.4.1

• 還元型チオレドキシンを還元剤としてリボヌクレオ
シド二リン酸（NDP）のC2’位を還元し2’-デオキ
シリボヌクレオチドに変換する反応を触媒する。ラ
ージサブユニット（M1)とスモールサブユニット
（M2またはM2B)のヘテロ二量体。

リボヌクレオチドレダクターゼの調節
特定のデオキシリボヌクレオチドの不足は細胞にとっ
て致死的となる。特定のヌクレオチドが過剰になると
DNA複製ミスによる変異の可能性が高まる。
均等にデオキシリボヌクレオチドが生じるように各々のヌクレオチ
ド濃度による複雑なフィードバック調節を受ける。

• M1にはヌクレオチドが結合する基質特異性の制御部位と、活性
制御部位が存在し、活性は細胞内のデオキシリボヌクレオチド濃
度に強く依存する。（右図）

• ATPの結合は活性を促進し、dATPは抑制する。

• ATPはCDP、UDPの還元を促進する。

• dTTPはGDPの還元を促進し、CDPとUDPの還元を阻害す
る。

• dGTPはADPの還元を促進し、CDP、UDP、GDPの還元を
阻害する。

• dATPは全てのリボヌクレオチドの還元を阻害する。 
細胞障害とM2B
• M2は基質結合部位である。M2Bはがん抑制遺伝子産物TP53によって発現誘導され、電離放射線照射などにより
DNAに損傷が生じ細胞周期がG1で止まった細胞のゲノム修復に必要なdNTPをの供給に関与する。M1M2の組み
合わせの方がM1M2Bより活性が高い。 

チオレドキシンとチオレドキシンレダクターゼ
• チオレドキシン（Trx）は分子量12kDa程度の電子伝達タンパク質。リボヌクレオチドレダクターゼに直接電子を
供与する。一対のシステイン残基のチオール基が酸化還元反応に関与する。

• チオレドキシンレダクターゼ（EC=1.8.1.9）はFADを補欠分子属としてもち、NADPHを還元剤としてTrxを還元
型に変換する。
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9.チミジル酸の合成
概要
チミジル酸はDNAのみに含まれ、
DNA合成が盛んな組織（がん組織
など）で需要が高いため、チミジ
ル酸合成経路は抗がん剤の作用点
となる。

反応経路
チミジル酸シンターゼ
5,10-メチレンTHFを炭素源とする
メチル基転移反応で 2’-デオキシウ
リジル酸（dUMP）の５位をメチ
ル化しdTMPを合成する。
ジヒドロ葉酸レダクターゼ
NADPHを還元剤としてジヒドロ葉
酸を還元し、テトラヒドロ葉酸を
再生する。
セリンヒドロキシメチルトランスフ
ェラーゼ
セリンをグリシンに変換する際に
をTHFに転移し、グリシンを生ず
るとともに、THFを5,10-メチレン
THFに変換する。アミノ酸代謝にも
重要な反応である。

10.代謝拮抗薬
核酸、タンパク質の生合成過程で生じる代謝産物と類似の構造を取ることで正常な代謝を阻害し、抗腫瘍活性を示
す薬剤を代謝拮抗薬という。プリンヌクレオチド合成経路、葉酸代謝、チミジル酸合成経路の阻害剤が代謝拮抗薬
として用いられる。

プリンヌクレオチド合成阻害
IMPデヒドロゲナーゼ活性は細胞の
増殖と密接に関わっており、特異的な
阻害剤が、ミコフェノール酸・ミゾ
リビンが免疫抑制剤として、リバビリ
ンが抗ウイルス剤として、チアゾフリ
ンが抗がん剤として臨床応用が試み
られている。
メルカプトプリン（6-MP）は
HGPRT阻害剤としてプリン塩基の再
利用経路を抑制し、白血病などに対
し抗がん剤として用いられる。
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ピリミジン拮抗薬
チミジル酸合成酵素阻害剤のフルオロウラシル（5-
FU）はピリミジン拮抗薬とよばれ、 dTTP欠乏により
DNA合成が止まり細胞周期が遅延するので抗がん剤と
して用いられる。テガフールはプロドラッグとして代
謝されたのちに5-FUに変換される。

葉酸拮抗薬
メトトレキサートは ジヒドロ葉酸レダクターゼを阻害
しテトラヒドロ葉酸の再生を妨げることで、チミジル
酸合成とプリン塩基新規合成を低下させる。幅広い抗
腫瘍活性を有するほか、免疫抑制作用を示すが作用機
序は良く分かっていない。

11.ヌクレオチドの異化
プリンヌクレオチドの分解
ヒトでは尿酸に変換して尿中に排泄する。
1. リン酸基を加水分解で外し、ヌクレオシドとす

る（ヌクレオチダーゼ; EC=3.1.3.5）
2. アデノシンはアミノ基を加水分解してイノシン

に変換する（アデノシンデアミナーゼ; 
EC=3.5.4.4）

3. 脱リボシル化により塩基を遊離させる（プリン
ヌクレオシドホスホリラーゼ; EC=2.4.2.1）

4. グアニンは脱アミノ化（グアニンデアミナー
ゼ; EC=3.5.4.3）によりキサンチンに変換の
のち酸化して尿酸とする（キサンチンオキシダ
ーゼ; EC=1.17.3.2）

ヒトの最終生成物は尿酸
高等霊長類（爬虫類、鳥類、昆虫）では尿酸オキシ
ダーゼ（ウリカーゼ）が欠損しているため尿酸が最
終生成物となる。

ピリミジンヌクレオチドの分解
• ピリミジンヌクレオチドを脱リン酸化し、脱アミ
ノ化ののち脱リボシル化して遊離の塩基（チミン
とウラシル）として異化経路に入れる。

• チミンはメチルマロニルCoAを生じ、スクシニル
CoAから糖代謝経路（クエン酸回路）に入る。

• シトシン、ウラシルはマロニルCoAを生じ脂肪酸
合成の材料となる。
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12.核酸代謝と病気
高尿酸血症
血中尿酸濃度が高まる病態をいう。（男性7.0 mg/dL以上、女性6.0 mg/dL以上）
尿酸の排泄障害（鉛中毒など腎機能低下によるものがあるが、多くは原因不明）、尿酸の産生過
剰（悪性腫瘍、乾癬にともなう）、代謝酵素の異常（プリン塩基再利用経路・糖代謝経路）。
Lesch-Nyhan症候群
HGPRT欠損による。伴性劣性遺伝。高尿酸血症、痙攣、知能低下、攻撃的な性格、自傷行為など
特有の精神神経症状を呈する。
von Gierke病
グルコース６-ホスファターゼ欠損による糖原病のひとつ。ペントースリン酸経路の過剰によりリ
ボース5-リン酸濃度が増加しPRPP過剰によりプリン塩基新規合成が亢進し、高尿酸血症を呈する。
痛風（高尿酸血症、痛風性関節炎）
高尿酸血症に伴い組織中に尿酸の結晶が生じ痛風結節を作る。母趾つけ根が好発部で痛風性関節炎
を起こし激痛を伴う。男性に多い。他の生活習慣病を伴う場合が多い。食生活と関連あり。
診断：血中尿酸高値（7mg/dL）関節液中に尿酸結晶を確認する。
治療：消炎鎮痛剤（コルヒチンが著効）尿酸産生抑制（アロプリノール；キサンチンオキシダーゼ
阻害剤）尿酸排泄促進（プロベネシド）

その他の疾患
アデノシンデアミナーゼ欠損
重症複合免疫不全症のひとつ。骨髄はアデノシンをリン酸化するキナーゼ活性が高いため、デオキ
シアデノシン（dATP）が異常高値となる。dATPはリボヌクレオチドレダクターゼの強力な阻害剤のため細胞増殖
が止まり、免疫不全を呈する。遺伝子導入による治療が試みられている。
ペントスタチンはアデノシンデアミナーゼを阻害することで、デオキシアデノシンなどの抗腫瘍効果を有するアデノ
シン誘導体を増加させ抗腫瘍作用を発揮する。
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