
「代謝調節因子と生理活性分子」 

 

講義内容と講義予定 

回 月日 項目 講義内容 担当 

１ 9/27(月) ホルモン 生理活性分子の分類、ペプチド性ホルモン 板部 

２ 10/04(月) ホルモン アミノ酸誘導体ホルモン、ステロイドホルモン 板部 

３ 10/18(月) オータコイド エイコサノイド、生理活性アミン 板部 

４ 10/25(月)  オータコイド NO、生理活性ペプチド 板部 

５ 11/1(月) サイトカイン・ケモカイン サイトカイン・ケモカイン 板部 

６ 11/8（月) 細胞内情報伝達 セカンドメッセンジャー、G タンパク質 板部 

７ 11/22(月) 細胞内情報伝達 形質膜受容体と核（細胞）内受容体 板部 

８ 11/29（月) ビタミン 水溶性ビタミン 三浦 

９ 12/6(月) ビタミン 脂溶性ビタミン 三浦 

10 12/13(月) ビタミン ビタミン欠乏症 三浦 

 

 教科書およびプリントを用いる 

   「エリオット生化学・分子生物学 第 3 版」 （東京化学同人） 

      第 2７章 シグナル伝達、 Box11.1、 Box27.1 

参考書 

  「生物系薬学Ⅱ 生命をミクロに理解する」 日本薬学会編 スタンダード薬学シリーズ４ 

 

 

生理活性分子の分類 (p.405 参照) 

ホルモン ------ 内分泌腺で産生、血中に分泌 産生臓器から離れた組織に作用する 

            ペプチド性ホルモン、アミノ酸誘導体ホルモン、ステロイド性ホルモン 

   視床下部ホルモン、下垂体ホルモン、性ホルモン、消化管ホルモンなど 

オータコイド --- 産生細胞から分泌後、その近傍の細胞に作用する 

   比較的速やかに分解代謝されるため 

神経伝達物質 – 神経細胞の終末部分から分泌、近傍の細胞（シナプス後膜）に作用する 

   モノアミン系、アミノ酸系、ペプチド系、アセチルコリン 

サイトカイン --- 種々の細胞から分泌されるタンパク質、種々細胞の増殖･分化を制御 

            インターロイキン、インターフェロン、腫瘍壊死因子、増殖因子、ケモカインなど 

ビタミン ------- 体内では産生できない、または供給が不十分なもの 

             水溶性ビタミン、脂溶性ビタミン 

 

P3 後期 「代謝調節因子と生理活性分子」  （第 1 回） 100927 
 



2 

生理活性分子の物質的側面 

 タンパク質 ペプチド アミノ酸誘導体 脂質 その他 

ホルモン 成長ホルモンな

ど 

ｲﾝｽﾘﾝ､ﾊﾞｿﾌﾟ

ﾚｼﾝなど 

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ、甲状腺

ホルモン 

ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ  

オータコイド  アンギオテン

シンⅡなど 

ﾋｽﾀﾐﾝ、ｾﾛﾄﾆﾝな

ど 

ｴｲ ｺｻ ﾉ ｲ ﾄ ﾞ 、

PAF など 

NO 

神経伝達物

質 

 ｴﾝﾄﾞﾙﾌｨﾝなど ｶ ﾃ ｺ ｰ ﾙ ｱ ﾐ ﾝ 、

GABA 

ｱﾅﾝﾀﾞﾐﾄﾞなど アセチルコリン 

サイトカイン ｲﾝﾀｰﾛｲｷﾝなど ケモカインなど    

ビタミン    脂溶性ビタミン 水溶性ビタミン 

 

 

ペプチド性ホルモン（p.405） 

 

① 視床下部を中心とする制御を受けているホルモン 

 視床下部ホルモン ---- アミノ酸 10-50 個程度のペプチド 

     視床下部で産生された後、下垂体前葉を通る動脈に分泌され、下垂体前葉のホルモン産生細

胞を刺激する。 

 

 下垂体前葉ホルモン ---- ペプチドまたは糖タンパク質 

      視床下部ホルモンの刺激を受けた下垂体前葉のホルモン産生細胞から血中に分泌される。 

      
 下垂体後葉ホルモン ---- ペプチド 

        下垂体は前葉と後葉からなるが、後葉の軸索は下垂体から伸びてきたもので、両者は繋が

っている。視床下部の神経細胞で作られ、神経軸索で運ばれ下垂体後葉に貯蔵され、刺激に

応じて分泌される。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 1-1  脳組織 

 （「体の構造と機能」シェフラー＆シュミット著、
西村書店 より改変） 

図 1-2 下垂体組織 
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 ホルモン名 作用 ペプチド構造 

 

放

出 

TRH 甲状腺刺激ホルモン

放出ホルモン 

甲状腺刺激ホルモン（TSH）の産生・分

泌を促す 

3 アミノ酸からなる

ペプチド 

CRH 副腎皮質刺激ホルモ

ン放出ホルモン 

副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）の産

生・分泌を促す 

41 アミノ酸からなる

ペプチド 

Gn-RH ゴナドトロピン放出ホ

ルモン 

卵胞刺激ホルモン（FSH）と黄体形成ホ

ルモン（LH）の分泌を促す 

10 アミノ酸からなる

ペプチド 

GHRH 成長ホルモン放出ホ

ルモン 

成長ホルモン（GH）の産生・分泌を促す 44 アミノ酸からなる

ペプチド 

PRH プロラクチン放出ホル

モン 

プロラクチンの産生・分泌を促す 未同定； TRH に

も PRH 作用あり 

抑

制 

GH-RIH ソマトスタチン（成長ホ

ルモン抑制ホルモン） 

GH の分泌を抑制する 14 アミノ酸からなる

ペプチド 

PRL-IH プロラクチン抑制ホル

モン 

プロラクチンの分泌を抑制する ドパミン 

 

ホルモンの階層的分泌  

  下垂体でのホルモン合成・

分泌は、視床下部ホルモン

により制御され、下垂体 ホ

ルモンは末梢組織の内分泌

線を刺激し次のホルモン合

成・分泌を制御している。 

         

 

 

 

 

 

 

②膵臓ホルモン 

 膵臓は胃の少し下で十二指腸に接する位置にある細長い臓器である．膵臓の大部分は消化液などを

分泌する外分泌細胞であるが、その中にランゲルハンス島（膵島、ラ島ともいう）と呼ばれる内分泌細胞の

集まりが散在している。ランゲルハンス島には，染色性の異なる細胞（A、B、D 細胞、またはα、β、δ細

胞とも呼ばれる）が存在している。A細胞からはグルカゴン、B細胞からはインスリン、D細胞からはソマトス

タチンが分泌される。これらの膵臓ホルモンは，血糖の調節にきわめて重要な働きをしている。 

 

図 1-3 視床下部・下垂体・内分泌線の連関 
 「生物系薬学Ⅱ 生命をミクロに理解する」東京化学同人より） 
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膵臓ホルモン 

ホルモン名 産生部位 作用 ペプチド構造 
グルカゴン A 細胞 血糖低下時に分泌される。肝に作用してグリ

コーゲン分解を促し、血糖値を上昇させる。

脂肪組織に作用して、トリグリセリドの分解

を促進する。 

29 アミノ酸か

らなるペプチド 

インスリン B 細胞 血糖上昇時に分泌される。筋肉に作用して血

糖の取り込みとグリコーゲン合成を促し、血

糖値を低下させる。 

51 アミノ酸か

らなるペプチ

ド、A 鎖 B 鎖が

SS 結合で連結 
ソマトスタチン D 細胞 下垂体前葉からの成長ホルモンの分泌抑制、

膵島からのインスリン・グルカゴン分泌を抑

制，消化管ホルモンの分泌を抑制する。 

14 アミノ酸か

らなるペプチド 

 

③その他のペプチド性ホルモン産生臓器 

産生部

位 
ホルモン名 作用 ペプチド構造 

副甲状

腺 
パラトルモン 

（PTH） 
血漿カルシウム濃度を上昇させる。 84 アミノ酸からな

るペプチド 
甲状腺 カルシトニン 血漿カルシウム濃度を低下させる。 32 アミノ酸からな

るペプチド 
消化管 ガストリン 胃の幽門前提部から分泌。胃の壁細胞を刺激し

て塩酸分泌を促進する。 
17 アミノ酸からな

るペプチド 
セクレチン 膵から十二指腸に炭酸水素水を分泌させ、胃か

ら入ってきた消化物を中和する 
27 アミノ酸からな

るペプチド 
コレチストキ

ニン 
十二指腸と胆汁小腸上部から分泌され、胆汁と

膵液を分泌させる。 
33 アミノ酸からな

るペプチド 
インクレチン GLP-1 と GIP の２種があるが、いずれも血糖

値依存的に膵臓のβ細胞からのインスリン分

泌を促進する。 

ペプチド 

グレリン 胃から分泌され、視床下部球状核に作用する、

摂食促進物質。 
28 アミノ酸からな

るペプチド、オクタ

タン酸で修飾 
白色脂

肪組織 
レプチン 視床下部の摂食中枢に作用して食欲を抑え、エ

ネルギー消費を高める。 
167 アミノ酸から

なるタンパク質 
アディポネク

チン 
筋肉に作用してインスリン感受性を高める。 28kDa のタンパク

質 
腎 エリトロポエ

チン（EPO） 
低酸素刺激下に腎臓から分泌される。骨髄に作

用して、赤血球の形成を促進する。 
糖タンパク質 

胎盤 ヒト絨毛性腺

刺激ホルモン

（ｈCG） 

妊娠初期に盛んに分泌され、妊娠黄体に作用し

てエストロゲン、プロゲステロン分泌を促進さ

せる。尿中排泄のため妊娠検査に用いられる。 

2 本のペプチド鎖

からなる糖タンパ

ク質 
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復習問題 

1. ホルモンは、微量で特定の組織の働きを調節する生理活性分子の総称である。 

2. オータコイドは、生体内で合成されない生理活性物質である。 

3. サイトカインは、種々の細胞から分泌され、主に血球系細胞の増殖と分化を制御する。 

4. 下垂体前葉ホルモンは、視床下部ホルモンによる分泌調節を受けている。 

5. 下垂体後葉ホルモンは、視床下部で合成され、下垂体後葉に貯蔵され分泌される。 

6. ACTH は、糖質コルチコイドの合成・分泌を促すペプチドホルモンである。 

7. FSH は、女性では黄体に作用し、黄体ホルモンの分泌と排卵を促す。 

8. LH は、女性では卵巣に作用し卵胞ホルモンの分泌を促進し、男性では精巣の間質細胞に作用し

テストステロンの分泌を促進する。 

9. TRH は、視床下部から分泌され下垂体前葉での甲状腺刺激ホルモンの産生分泌を促す。 

10. オキシトシンは、腎の集合管に作用して水の再吸収を促進し、尿量を低下させる。 

11. GH は、骨端軟骨細胞の増殖を促して骨の伸長作用を示す。 

12. バソプレシンは、アミノ酸 39 個からなるペプチド性の下垂体後葉ホルモンである。 

13. インスリンは、ランゲルハンス島 A 細胞で合成・分泌される。 

14. Ｃペプチドは、インスリンの前駆体ペプチドから部分分解で切り離された部分である。 

15. ランゲルハンス島Ｄ細胞は、ソマトスタチンを分泌する。 

16. インスリンが作用した細胞では、ＧＬＵＴ２が細胞膜に移行してグルコースの取り込みが促進される。 

17. インスリンはおもに筋肉、脂肪組織や肝臓に作用する。 

18. スルホニル尿素剤は、ＡＴＰ感受性Ｋ＋チャネルを阻害して、インスリン分泌を促進する。 

19. グルカゴンは、肝細胞のグリコーゲン分解、脂肪細胞でのトリアシルグリセロール分解を抑制する。 

20. グルカゴン刺激を受けた細胞では、ｃAMP 濃度が上昇する。 

21. セクレチンは、胃の幽門前底部から分泌され、胃の壁細胞からの塩酸分泌を促進する。 

22. コレチストキニンは十二指腸、小腸上部から分泌されるペプチドで、胆汁と膵液の分泌を促進する。 

23. 副甲状腺は上皮小体ともいい、エリトロポエチンを分泌する。 

24. パラトルモンは、カルシウムの尿中への排出を抑制し、骨から血中へのカルシウム動因を促進し、血

中カルシウム濃度を上昇させる。 

25. レプチンは、白色脂肪組織から分泌され、摂食中枢に作用して食欲を抑制する。 

26. グレリンは、褐色脂肪組織から分泌され、摂食中枢に作用して食欲を亢進させる。 

27. アディポネクチンは、白色脂肪組織から分泌され、摂食中枢に作用して食欲を抑制する。 

正解： １．× オータコイドなども微量で作用する生理活性分子   ２．× ビタミンのこと   ３．○   

４．○   ５．○   ６．○   ７．× ＬＨの記述   ８．× FSＨの記述   ９．○  10．× バソプレ

シンの記述   11．○  12．× アミノ酸 9 個   13．× Ｂ細胞   14．○   15．○   16．× Ｇ

ＬＵＴ４   17．○  18．○  19．× 促進   20．○  21．× ガストリンの記述   22．○  23．× 

パラトルモン  24．○  25．○  26．× 胃から分泌される  27．筋肉などに作用してインスリンの作

用を増強する。 

P3 後期 「代謝調節因子と生理活性分子」  （第 1 回）090928 
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アミノ酸誘導体ホルモン (p.257 参照) 

 

 甲状腺ホルモン 副腎髄質ホルモン 松果体ホルモン 

活性本体 トリヨードチロニン（Ｔ３） 

チロキシン（Ｔ４） 

ノルアドレナリン 

アドレナリン 

メラトニン 

前駆体アミノ酸 チロシン チロシン トリプトファン 

分泌調節因子 ＴＳＨ 交感神経系 

糖質コルチコイド 

概日リズム 

作用 基礎代謝・熱産生亢進 

血糖上昇 

心拍数増加 

心機能亢進 

血糖上昇 

血圧上昇 

催眠作用 

過剰症 バセドウ病   

欠乏症 橋本病、クレチン病   

特徴 ヨウ素を含む   

 

甲状腺と上皮小体の組織 

 

図 2-1 甲状腺と上皮小体 

 

 

           図 2-2 甲状腺ホルモンの構造 

P2 「代謝調節因子と生理活性分子」 （第 2 回） 101004 
 

（「最新カラー組織学」）ガートナー＆
ハイアット著、西村書店 より改変） 
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甲状腺濾胞上皮細胞と甲状腺ホルモンの生成 

                図 2-3 甲状腺ホルモンの生合成 

 

副腎髄質ホルモン 

  副腎  髄質-----カテコールアミンの産生・分泌 

              交換神経節の節後ニューロンに近い性質、交感神経の支配を受けている 

       皮質-----ステロイドホルモンの産生・分泌 

 

ホルモン名 産生部位 作用 受容体 
アドレナリン 副腎髄質

クロム親

和性細胞 

・心機能亢進作用（心収縮力増強、心拍数上昇、

心拍出量増加） 
β1 受容体 

・骨格筋、肝血管の弛緩作用 β2 受容体 
・血糖上昇作用 β2 受容体 

ノルアドレナ

リン 
主に交感

神経、副腎

では少量 

・心機能亢進作用（心収縮力増強、心拍数上昇、

心拍出量増加）。 
β1 受容体 

・血圧上昇作用（血管収縮） α受容体 
 

（「最新カラー組織学」）ガートナー＆ハイアット著、西村書店 より改変） 
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松果体ホルモン 

 メラトニンはトリプトファンからセロトニンを経て合成されるアミノ酸系ホルモンである 

 

 松果体は、中脳のすぐ上、第 3 脳室にあるエンドウ豆ほどの大きさの器官である。松果体は、体内時計

の中枢の働きを持つ視交叉上核のからの神経支配を受けており、網膜からの伝えられる明暗の刺激に

反応してメラトニンが分泌される、メラトニンの合成と分泌は 24 時間周期で変動しており、日中は低く夜間

に著しく亢進する。メラトニンは催眠作用，体温低下作用をもつので、夜間の眠りを促す作用がある。また、

メラトニン分泌は生後 3 ヶ月経つとどんどん増加し、思春期直前をピークとして年齢とともに減少する。 

 

 

復習問題 

28. チロキシンよりもトリヨードチロニンの方が、甲状腺ホルモン作用が強い。 

29. チロキシンよりもトリヨードチロニンの方が、血中濃度が高い。 

30. チロキシンは、チログロブリンの分解によって生成・分泌する。 

31. チロキシンは、トリヨードチロニンが直接ヨウ素化して作られる。 

32. 甲状腺ホルモンは、肝でのグリコーゲン分解や糖新生を促進し、血糖上昇作用を持つ。 

33. 甲状腺ホルモンは、脳のエネルギー代謝を高める作用がある。 

34. 甲状腺ホルモンが欠乏した病態に、バセドー病が知られている。 

35. 副腎髄質ホルモンは、別名インドールアミンとも言う。 

36. アドレナリンはクロム親和性細胞で合成、分泌される。 

37. アドレナリンは血糖上昇作用、ノルアドレナリンは血管収縮による血圧上昇作用が強い。 

38. ノルアドレナリンは、アドレナリンの N-メチル化体である。 

39. 副腎髄質は、交感神経節繊維の支配を受けている。 

40. 副腎髄質からのアドレナリン分泌は、ACTH により亢進する。 

41. 副腎髄質は、ノルアドレナリンを分泌しない。 

42. 松果体ホルモンの合成・分泌は、日中に低く、夜間に高くなるリズムを持つ。 

43. メラトニンはメチオニンから合成される。 

正解： 28．○   29．× Ｔ３＜Ｔ４   30．○   31．× チログロブリン上でＭＩＴとＤＩＴが縮合  32．

○   33．× 脳、生殖器以外の組織   34．× 橋本病やクレチン病   35．× カテコールアミン   

36．○   37．○   38．× 脱メチル体   39．○   40．○  41．× 約 20％はノルアドレナリン  

42．○   43．× トリプトファン   



9 

 
ステロイドホルモン 
 

・ コレステロールから合成さ

れる。 

・ 産生臓器は、副腎皮質、

精巣、卵巣、胎盤。 

・ 標的細胞の核内受容体に

結合して作用を発揮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 2-4 副腎の組織 

 

 

 

 

副腎皮質ホルモン 

 

 糖質コルチコイド 鉱質コルチコイド アンドロゲン 

合成部位 束状帯 球状帯 網状帯 

分泌調節因子 下垂体 ACTH アンギオテンシンⅡ 下垂体 ACTH 

作用 糖新生亢進・血糖上昇 

抗炎症・免疫抑制 

腎Na+再吸収・K+排泄促進 催眠作用 

過剰症 クッシング症候群 

クッシング病 

原発性アルドステロン症  

欠乏症 アジソン病   

P2 「代謝調節因子と生理活性分子」 （第 2 回） 101004 
 

（「最新カラー組織学」）ガートナー＆
ハイアット著、西村書店 より改変） 
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性ホルモン 

 エストロゲン 

（卵胞ホルモン） 

プ ロ ゲ ス テ ロ ン       

（黄体ホルモン） 

ア ン ド ロ ゲ ン       

(男性ホルモン）    

合成部位 卵巣、胎盤 黄体、胎盤 精巣、副腎皮質 

分泌調節因子 ＧｎＲＨ （性腺刺激ホルモン放出ホルモン） 

作用 女子の二次性徴、乳腺

発達、子宮内膜肥厚、骨

吸収抑制 

子宮内膜を分泌期に移行、 

オキシトシン感受性抑制、排

卵抑制 

男子の二次性徴 

精子形成 

       

        図 2-5 性ホルモンの生合成経路  

 

 

合成ホルモン製剤 

     

 「生物系薬学Ⅱ 生命をミクロに理解する」東京化学同人より） 
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ホルモン異常による疾患 

 疾患 原因 主な症状 

下垂体後葉機能

低下 

中枢性尿崩症 バソプレシンの分泌不足 激しい口渇、大量の水を飲み、

薄い尿を大量に排出、脱水 

甲状腺機能低下 慢性甲状腺炎（橋

本病） 

自己免疫性（チログロブリ

ン、ぺルオキシダーゼに

対する抗体） 

粘液水腫（浮腫） 

基礎代謝低下 

低体温 

T3・T4減により代償的にTSH分

泌が亢進し、甲状腺が肥大 

クレチン症 先天的甲状腺欠損 

甲状腺機能亢進 バセドウ病 自己免疫性（TSH 受容体

に対する抗体） 

びまん性甲状腺腫 

眼球突出 

頻脈 

動悸、多汗、体重減少 

T3・T4 増によるフィードバックで

TSH 分泌が抑制される 

 

 

 

復習問題 

44. 糖質コルチコイドは、コルチゾール、コルチコステロン、コルチゾンなどからなる。 

45. 糖質コルチコイドの内、もっとも作用が強いのはコルチゾンである。 

46. 糖質コルチコイドは、血糖低下作用、および抗炎症作用を目的に治療薬として使われる。 

47. 糖質コルチコイドは、副腎皮質の束状帯で産生される。 

48. 鉱質コルチコイドは、アルドステロン、デオキシコルチコステロンなどからなる。 

49. 鉱質コルチコイドは、腎近位尿細管に作用して、体液量の維持と血圧の維持を担う。 

50. アルドステロンの合成・分泌はアンギオテンシンⅡにより亢進する。 

51. アルドステロンの作用により、Na＋を再吸収するとともに血中の K+を汲み上げて尿中に排出する。 

52. 下垂体腺腫による ACTH 分泌亢進による代謝異常を、クッシング症候群という。 

53. アジソン病は、副腎皮質機能亢進により色素沈着、低血圧、高 K+血症などを起こす疾患である。 

54. 男性では女性ホルモンは作られないし、女性では男性ホルモンは作られない。 

55. エストロゲンの合成には、アロマターゼという酵素が必要である。 

56. プロゲステロンはエストラジオールから作られる。 

57. エストロゲンは、女性らしい体つきを作るホルモンである。 

58. エストロゲンは、妊娠を維持するのに重要である。 

正解： 44．○  45．× コルチゾール  46．× 血糖低下作用はない  47．○   48．○   48．○ 

49. ×遠位尿細管と集合管  51．○  52．× クッシング病  53．× 副腎皮質機能の低下による

54．× 女性も副腎皮質で男性ホルモン合成  55．○  56．×  57．○  58．○ 
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エイコサノイド  

 アラキドン酸（および他の炭素 20 個の脂肪酸）に由来する一群の産物。 

  

  アラキドン酸カスケード 

① エイコサノイドの原料であるアラキドン酸その他の脂肪酸は、

細胞膜リン脂質から供給される。エイコサノイド合成が必要になると、

ホスホリパーゼ A2 によって、膜リン脂質のグリセロール 2 位のエス

テル結合が加水分解されて、脂肪酸が遊離する。 

② 得られた遊離脂肪酸は、おもにシクロオキシゲナーゼ（COX）、または 5-リポキシゲナーゼ（LOX）の

作用を受けて酸化される。COX により生じる PGH2 からはさまざまな PG 類と TX 類と LT 類が作られる。 

 COX は PG 合成、TX 合成の律速酵素である。 

 

シクロオキシゲナーゼには 3 種のアイソザイム。特に重要なのは COX-1 と COX-2。 

COX-1-----構成的酵素 常に発現していて、細胞が刺激を受けてもあまり変動しない 

COX-2-----誘導的酵素 通常は発現していないが、細胞が刺激を受けると作られてくる酵素 

COX-3-----脳内に存在 

 

NSAIDｓ （非ステロイド性抗炎症薬） 

COX-1、COX-2 の阻害により、炎症反応を増悪するエイコサノイドの産生を抑制する。 

COX-2 選択的阻害薬（ナブメトン、エトドラク、メロキシカム、セレコキシブなど） 

プロスタグランジン（PG） 
トロンボキサン （TX） 
ロイコトリエン （LT）  

P2 「代謝調節因子と生理活性分子」 （第 3 回） 101018 
 
 

図 3-1 エイコサノイドの生合成 
 「生物系薬学Ⅱ 生命をミクロに理解する」 
東京化学同人より） 
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エイコサノイドの生理作用 

 PGE2 PGF2α PGI2 TXA2 LTB4 LTC4 

血管平滑筋 弛緩  弛緩 収縮   

気管支 弛緩 収縮    収縮 

粘液分泌増 

子宮 収縮 （陣痛） 収縮     

その他 胃粘液分泌増 

胃酸分泌減 

発熱（中枢性） 

腸管収縮 血 小 板 凝

集抑制 

血 小 板 凝

集促進 

白 血 球 遊

走亢進 

血管透過性

亢進 

エイコサノイドの作用発現 

特異的な受容体がある-----G タンパク質共役型、7 回膜貫通型受容体 

 

その他のおもな脂質性オータコイド 

血小板活性化因子 （Platelet-activating factor） (p.3 参照) 

 アルキル型ホスファチジルコリンのアセチル体。 

血小板凝集促進作用。白血球の遊走。血管透過性亢進。 

気管支平滑筋収縮。グリコーゲン分解亢進。特に、気管支喘息との関連が深い因子である。 

リソホスファチジン酸 

 リン脂質の極性部分の塩基と片方の脂肪酸が除かれたもの。 細胞増殖作用。がん転移促進。など 

 

生理活性アミン  

 

生理活性分子の諸性質 

 セロトニン ヒスタミン 

前駆アミノ酸 トリプトファン ヒスチジン 

合成部位 脳、消化管、腸クロム親和性細胞、血小板 肥満細胞、白血球 

（IgE 刺激で放出、Ⅰ型アレルギー反応） 

作用 脳血管収縮 

腸管・気管支平滑筋収縮 

血小板凝集 

催吐作用 

血管透過性亢進 

気管支平滑筋収縮 

胃酸分泌促進 

受容体 16 種以上 

5-HT１ --- Gi （脳血管） 

5-HT２ --- Gq（血小板、気管支、腸管） 

5-HT３ --- カチオンチャネル型 （CTZ） 

5-HT４ --- Gｓ （腸管） 

H1 --- Gq（血管、気管支、腸管） 

H2 --- Gｓ （胃） 

H３ --- Gi （脳） 

H4 --- Gi （白血球） 
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復習問題 （各文の正誤を判定し、誤りは適宜直しなさい） 

59. オータコイドは産生臓器から離れたところで作用する。 

60. プロスタグランジンは、アラキドン酸のみから作られる。 

61. トロンボキサン A2（TXA2）は非常に不安定な分子である。 

62. アラキドン酸は、おもに膜リン脂質のグリセロール 2 位に結合している。 

63. PGE2は、血小板凝集抑制作用を持つ。 

64. LTB4は、グルタチオンが結合したエイコサノイドである。 

65. トロンボキサンは、アラキドン酸にシクロオキシゲナーゼ（COX）が作用して作られる。 

66. PAF は、血小板凝集促進作用を持つ。 

67. 炎症反応時の局所で誘導されてくるのは、COX-2 ではなく、COX-1 である。 

68. PGE2は、炎症反応を起こす作用と胃粘液の分泌促進作用を持つ。 

69. エイコサノイドは、G タンパク質共役型受容体を介して作用する。 

70. PGE2は、胃酸分泌を亢進して胃炎を起こす作用をもつ。 

71. プロスタサイクリン（PGI2）は、血小板凝集を抑制し、TXA2と拮抗する。 

72. ヒスタミンはヒスチジンから脱炭酸反応で作られる。 

73. セロトニンは、トリプトファンの酸化的脱アミノ反応で作られる。 

74. セロトニンの約 90％は脳に分布している。 

75. メラトニンは、トリプトファンからセロトニンを経て作られる。 

76. ヒスタミンは、肥満細胞にヘパリンとともに貯蔵されている。 

77. ヒスタミンは、Ⅲ型アレルギー反応で肥満細胞から放出される。 

78. ヒスタミンは、血管透過性を上げて炎症反応を増強する。 

79. ヒスタミンによる胃酸分泌作用には、Gi を介した情報伝達が関与している。 

80. ヒスタミンは、H3受容体を刺激して胃酸分泌作用をしめす。 

81. IgEと抗原の複合体が肥満細胞表面の IgE受容体に結合すると、脱顆粒反応が起き、ヒスタミンが遊

離する。 

82. セロトニンによる血小板凝集促進作用には、Gs を介した情報伝達が関与している。 

83. セロトニンは、脳内の化学受容器引金帯（CTZ）に作用して、嘔吐中枢を刺激する。 

84. 5-HT４受容体は、陽イオンチャネル内蔵型受容体である。 

85. セロトニンもヒスタミンも気管支や腸管の平滑筋を収縮させる作用がある。  

正解： 59．× 近傍   60．× C20：3 や C20:5 からも合成  61．○   62．○   63．× PGI２   

64．× LTC４   65．○   66．○   67．× COX-1 は恒常的に発現   68．○   69．○ 

70．×   71．○  72．○  73．× 酸化的脱アミノ反応（MAO）は分解系   74．× 腸粘膜のク

ロム親和性細胞   75．○  76．○   77．× Ⅰ型アレルギー   78．○   79．× Gs  80．

× H2  81．○  82．× Gq   83．○   84．× 5-HT３受容体   85．○  

  

P2 「代謝調節因子と生理活性分子」 （第 3 回） 091026 
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生理活性ペプチド  

 ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ（AngⅡ） ブラジキニン ANP 

前 駆 体

お よ び

合 成 部

位 

アンギオテンシノーゲンから、

レニンによって切り出された

AngⅠが ACE によりさらに切

断されて生じる 

キニノーゲンからカリクレイ

ンによって切り出されたペ

プチド 

ACE で分解される 

心房細胞で合成されたプレプ

ロ ANP が、心房中で ANP に

なる 

作用 血管収縮 

バドプレシン分泌 

アルドステロン合成・分泌 

血圧上昇 

血圧降下 

血管透過性亢進 

発痛作用 

（NO 産生を介する） 

利尿作用 

血管拡張・血圧降下 

胃酸分泌促進 

受容体 AT１ --- Gq （脳血管） 

AT２ ---  

Gi  

阻害薬 ロサルタン（AT1 拮抗薬） 

カプトプリル（ACE 阻害薬） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図４-1  血圧と体液量の調節（レニン-アンギオテンシン－アルドステロン系） 

 

その他のペプチド 

エンドルフィン 内在性オピオイドペプチド、鎮痛作用。α、β、γの 3 種。 

βエンドルフィン（31 アミノ酸）がもっとも活性強い。 

ACTH と共通の前駆体タンパク質（プロオピオメラノコルチン）から産生 

エンケファリン 内在性オピオイドペプチド、鎮痛作用 

Met-エンケファリンと Leu-エンケファリンの 2 種。5 アミノ酸。 

エンドセリン 内皮細胞由来の平滑筋収縮ペプチド、血圧上昇作用 

21 アミノ酸。ET-1、ET-2、ET-3 の 3 種。ET-1 がもっとも活性強い。 

グレリン 胃から分泌されるペプチドホルモン。空腹時に分泌され、摂食中枢に作用して食欲亢

進作用を持つ。 

サブスタンス P P 物質ともいう、神経系や消化管のペプチド。 

肥満細胞からのヒスタミン遊離、回腸などの平滑筋収縮 

レニン 

アンギオテンシノ－ゲン 

アンギオテンシンⅡ 

アルドステロン 

血圧上昇 

体液調節 

腎 副腎 

P3 後期 「代謝調節因子と生理活性分子」  （第 4 回）101025 
 

血圧低下 

ろ液流量低下 
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NO （nitric oxide、一酸化窒素）  

 血管内皮細胞から分泌される平滑筋弛緩因子。 

 内皮細胞由来血管弛緩因子（endothelium-derived relaxing factor; EDRF）とも呼ばれる 

 

NO は L-アルギニンから NO 産生酵素（NOS）によって産生される。 

NOS には 3 種類のアイソザイム。 

eNOS----内皮細胞型 （血圧調節、抗動脈硬化作用） 

nNOS----神経細胞に見られる 

iNOS-----誘導型、炎症性細胞をはじめ種々の細胞で刺激に応じて量が増す 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO はラジカル分子種でもある 

  ラジカル----不対電子を持つ分子、化学反応性に富む 

  NO・ ＋ O2
-・ → ONOO- （ペルオキシナイトライト）-------非常に強力な活性酸素種 

 

亜硝酸化合物からも非酵素的に NO は産生する。 

 （狭心症薬として利用されている。） 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

その他のガス状生理活性物質 

  CO （carbon monoxide、一酸化炭素） 

     ヘムオキシゲナーゼ（heme oxygenase）によって、ヘム代謝に伴って生じる 

     肝臓の類洞血管を弛緩させて血流を維持する 

P3 後期 「代謝調節因子と生理活性分子」  （第 4 回）101025 
 

図 4-2 NO の生成経路 
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血管平滑筋の収縮と弛緩 

収縮  平滑筋に作用 アンギオテンシンⅡ、エピネフリン、ノルエピネフリン、 

エンドセリン、 

弛緩  血管内皮に作用 アセチルコリン、ヒスタミン、ブラジキニン 

 平滑筋に作用 NO、PGI2 

 

 

復習問題 （各文の正誤を判定し、誤りは適宜直しなさい） 

86. エンドルフィンは脳内で作られて、モルヒネのような鎮痛作用を持つ物質である。 

87. エンドセリンは、血管内皮細胞から遊離する強力な血管弛緩作用ペプチドである。 

88. サブスタンス P は、脳内で作られて食欲亢進作用を示すペプチドである。 

89. アンギオテンシンⅡは、血圧低下や血流中の Na＋濃度低下に応じて、その合成が亢進する。 

90. アンギオテンシノーゲンは腎で、レニンは肝で合成される。 

91. アンギオテンシンⅡは、強い降圧作用と抗利尿作用を持つ。 

92. アンギオテンシンⅠ、Ⅱ、Ⅲともにほぼ同様の生理活性を持つ。 

93. アンギオテンシンⅡは、チロシンキナーゼ型の受容体に作用して血圧上昇させる。 

94. アンギオテンシンⅡは、副腎からのアドレナリンの分泌を促す。 

95. ブラジキニンは強力な発痛作用を持つ。 

96. ブラジキニンは、キニノーゲンがキモトリプシンによって部分分解を受けて生成する。 

97. 心房性 Na＋利尿ペプチド（ＡＮＰ）は、副腎でのアルドステロン合成を抑制し、体液量を減少させて、

血圧を低下させる。 

98. ＮＯはアスパラギン酸から酵素的に合成される。 

99. NO合成酵素は３種類が存在し、iNOS は恒常的に発現している酵素、他は炎症時に誘導されてくる

酵素、という違いがある。 

100. NO がスーパーオキシドと反応すると、より反応性の強い活性酸素ラジカルを生じる。 

101. NO は、ニトログリセリンやニトロプルシドナトリウムから生じる。 

 

正解：  86．○   87．× 血管収縮・血圧上昇作用    88．× オレキシン   89．○   90．× 

アンギオテンシノーゲンは肝で、レニンは腎    91．× 血圧上昇作用   92．× Ⅱが最も活性強い   

93．× Gq 共役型の受容体    94．× アルドステロン    95．○    96．× カリクレイン    

97．○    98．× アルギニン   99．× iNOS は炎症時に誘導され、eNOS、ｎNOS は恒常的 

100．○   101．○ 
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「サイトカイン・ケモカイン」 （p405） 

 

サイトカイン（cytokine）の分類と主要因子 

・インターロイキン（interleukin; IL） 

免疫担当細胞 （マクロファージ、単球、リンパ球など）の産生するタンパク質性の生理活性物質 

IL-1 --- T リンパ球を活性化、様々な炎症反応に関与 

IL-2 --- 活性化された T 細胞から産生、T 細胞増殖因子 

IL-４ --- T 細胞などから産生、B 細胞増殖因子、IgE の上昇 

IL-5 --- 活性化された T 細胞（Th2 細胞）、B 細胞の分化（抗体産生細胞になる） 

IL-6 --- 種々の細胞から産生される。B 細胞の分化 

IL-8 --- CXCL-8 と同一、ケモカインの一種、好中球の郵送と活性化 

IL-10 – Th2 細胞から分泌、免疫反応を抑制する因子 

・インターフェロン（interferon; IFN） 

  IFN-α,β −−− ウイルス感染を初めとする刺激を受けた細胞から産生、抗ウイルス作用 

  ΙFN-γ −− マクロファージ、ΝΚ細胞などが産生、免疫応答調節（抗原提示能増）、抗ウイルス作用 

・腫瘍壊死因子（Tumor necrosis factor; TNF） 

   TNF-α （カケクチン） ---- マクロファージが産生、 

腫瘍組織の壊死、がん細胞にアポトーシスを誘導する IL-1、IL-6 など炎症性サイトカインを誘導 

・細胞増殖因子 

   血小板由来成長因子（PDGF） --- 間葉系細胞の増殖 

      PDGF 受容体はチロシンキナーゼ型 

   上皮成長因子（EGF） --- ほとんど全ての体液中に存在､ 多様な生理作用 

      EGF 受容体はチロシンキナーゼ型、ErbB-1（v-erbB と相同性） 

   インスリン様増殖因子（IGF） 

   繊維芽細胞増殖因子（FGF） --- 繊維が細胞を初めとする様々な細胞を増殖、分化 

   血管内皮細胞増殖因子（VEGF） --- 血管内皮細胞の増殖、血管新生、血管形成 

   エリトロポエチン（EPO） --- 腎臓で産生、骨髄で赤血球の分化・増殖 

   マクロファージコロニー刺激因子（M-CSF） 

   顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF） 

   顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF） 

ケモカイン ---- 炎症局所に白血球を誘引するタンパク質性の因子、 

分子量が小さい、塩基性タンパク質、ヘパリン結合性 CXC 型と CC 型 

   IL-8 ----- （CXCL-8） 好中球の遊走 

   MCP-1 --- （CCL-2） 単球の遊走 

   RANTES -- （CCL-5） 単球、メモリーT 細胞の遊走 

P3 後期 「代謝調節因子と生理活性分子」  （第５回） 101101 
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サイトカインのまとめ 

 炎症性サイトカイン Ｔ細胞やＢ細胞の増殖・分化に働くサイトカイン 抗ウイルス活性

を持つｻｲﾄｶｲﾝ 

 ＩＬ－１ TNF-α ＩＬ－2 ＩＬ－5 ＩＬ－6 ＩＮＦ 

産 生

細胞 

単球 

マクロファ

ージ 

マクロファージ ヘルパーＴ細

胞 （Ｔｈ１） 

ヘルパーＴ細

胞 （Ｔｈ2） 

パイエル板 

ヘルパーＴ細

胞 （Ｔｈ2） 

線維芽細胞など

（αβ） 

ヘルパーＴ（γ） 

標 的

細胞 

T 細胞 Ｔ細胞 

単球 

好中球 

T 細胞 B 細胞 

抗酸球 

Ｂ細胞 種 々 細 胞 （ α

β） 

ＮＫ細胞（γ） 

生 理

作用 

炎 症 反 応

亢進 

壊死・アポトー

シスを誘導 

発熱誘導 

炎症反応亢進 

Ｔ細胞増殖 

ＮＫ細胞分化 

抗体を産生さ

せる、 

抗酸球増殖・

分化 

抗体を産生さ

せる 

ウイルス抑制 

マクロファージ

活性化、NK 細

胞活性化 

 

増殖因子のまとめ 

 細胞増殖因子 造血系 コロニー刺激因子 

 ＰＤＧＦ ＥＧＦ ＶＥＧＦ ＥＰＯ ＧＭ－ＣＳＦ Ｍ－ＣＳＦ 

産

生 

血小板、内皮

細胞、マクロフ

ァージ 

顎下腺、唾液

腺、腎 

血管周囲の細

胞  

腎 T 細胞、骨髄 血 管 内 皮 細

胞、骨髄 

作

用 

種々細胞の増

殖、障害組織

の修復 

上皮・表皮細

胞の増殖、障

害組織の修復 

血管内皮細胞

増殖 

血管新生 

血管形成 

赤芽球前駆細

胞の増殖・文

化（赤血球の

造血） 

顆粒球・単球

前駆細胞の増

殖・分化 

単球前駆細胞

の増殖・分化 

 

     ケモカインのまとめ  

復習問題 

102. サイトカインは、内分泌腺で産生される。 

103. ケモカインは、糖脂質である。 

104. 血小板は前骨髄球からできる。 

105. PDGF は主に骨髄で作られる。 

106. 血管の形成は VEGF により促進される。 

107. IL-１は B 細胞を分化して抗体産生を促す。              

108. エリトロポエチンは、白血球から分泌されて、赤血球の分化増殖を促す。 

109. 走化性とは、細胞がある物質の濃度の高い方に向かって移動することである。 

110. IL-8 は、好中球、マクロファージ、好酸球の遊走促進作用を持つ。 

正解： 102.× 種々細胞   103.× 単純タンパク質   104. × 巨核球   105. × 血小板   

106. ○  107. IL-5、IL-6   108. × 腎臓   109. ○   110. × 好中球 

 

 細胞増殖因子 

  ＩＬ－８ ＭＣＰ－１ ＲＡＮＴＥＳ 

産

生 

単球、マクロフ

ァージなど 

血管内皮細胞 単球、マクロフ

ァージなど 

作

用 

好 中 球 の 遊

走・浸潤 

単球の遊走・

浸潤 

単球、T 細胞な

どの遊走・浸潤 

 CXC タイプ CC タイプ CC タイプ 
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細胞内情報伝達に関わるタンパク質とセカンドメッセンジャー 

 

細胞に与えられた刺激が細胞内でどのような変化をもたらすのか？ 

細胞を活性化する分子は、それぞれ特異的な受容体に結合する。受容体には、細胞膜型受容体と

核内受容体がある。 

生理活性分子が細胞膜型受容体に結合すると、その細胞では代謝的な変化、形態上の変化、電気

的な変化などが引き起こされる。このリガンドが水溶性、特にタンパク質などの高分子でできている場合、

結合したリガンド自体が細胞膜を突き抜けて細胞内に入ることはできない。それにもかかわらず細胞内

での種々の応答が引き起こされるのは、リガンドが結合した受容体を起点として細胞内に刺激を伝える

一連の連鎖反応（細胞内情報伝達）が引き起こされ、それが最終的に細胞全体の応答に繋がる機構が

あるためである。 

 

図 6-1 2 タイプの受容体        図 6-2 細胞内のシグナルの伝達 

 

細胞の刺激はさまざまなリガンドにより引き起こされ、それぞれに対する受容体があるが、細胞内での

情報伝達機構は、いくつかのパターンに集約されている。特に機構細胞膜受容体を介する細胞内応答

を媒介する分子をセカンドメッセンジャーと呼ぶ。 

 

ファーストメッセンジャー----細胞の外部から細胞に対して情報を伝達する刺激分子 

ホルモン、オータコイド、神経伝達物質、サイトカインなど 

セカンドメッセンジャー------細胞の内部で新たに生成され情報を伝達する低分子物質 

 

 

P3 後期 「代謝調節因子と生理活性分子」  （第６回） 101108 
 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） （「細胞の分子生物学 第５版」より） 
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セカンドメッセンジャー 前駆物質 産生酵素 細胞内で起こる情報伝達機構の

変化 

cAMP サイクリック AMP ATP 

 

アデニル酸シク

ラーゼ 

プロテインキナーゼ A（PKA）活性

化 

DG ｼﾞｱｼﾙｸﾞﾘｾﾛｰﾙ ﾎｽﾌｧﾁｼﾞﾙｲ

ﾉｼﾄｰﾙ-4,5-

二ﾘﾝ酸 

ホスホリパーゼ

C（PLC） 

プロテインキナーゼ C（PKC）活性

化 

IP3 ｲﾉｼﾄｰﾙ-1,4,5-三ﾘﾝ酸 小胞体からの Ca２＋遊離 

Ca２＋ カルシウムイオン 

 

  プロテインキナーゼ C（PKC）活性

化カルモジュリンを介してミオシン

軽鎖キナーゼ（MLCK）の活性化 

NO 一酸化窒素（NO） アルギニン NO 産生酵素

（NOS） 

グアニルシクラーゼの活性化 

AMP AMP ATP、ADP  AMP キナーゼの活性化 

cGMP サイクリック GMP GTP グアニル酸シク

ラーゼ 

プロテインキナーゼ G（PKG）活性

化 

 

細胞膜受容体のタイプ 

受容体分類 サブタイプ 具体例 作用 

G タンパク質共

役型（7 回膜貫

通型） 

Gs Aβ、H2、グルカゴン AC 活性化 

Gq Aα2、M2、D2、5-HT1 PLC 活性化 

Gi Aα1、M1、H1、AT1 AC 抑制 

Gt 光 PDE 活性化 

イオンチャネル

型（五量体） 

ニコチン性 Ach、GABA、Glu、5-HT3 Na＋流入、Cl-流入 

キナーゼ関連

型 

チロシンキナーゼ内在型 イ ン ス リ ン 、 EGF 、

PDGF、VEGF 

アダプター分子（IRS、Grb）のリ

ン酸化 

細胞質キナーゼ結合型 IL-2 、 GM-CSF 、

EPO 

JAK、STAT のリン酸化 

セリン・トレオニンキナー

ゼ内在型 

TGFβ Smad のリン酸化 

その他 TNF 受容体ファミリー TNF カスパーゼの活性化 

Toll 様受容体ﾌｧﾐﾘｰ IL-1、LPS  

 

三量体 G タンパク質の種類と情報伝達経路 （p.417-424） 

 効果器 ｾｶﾝﾄﾞﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ 細胞内の応答 最終的な変化 

Gs アデニル酸シクラーゼ cAMP 増 PKA 活性化 代謝酵素の活性調節 

遺伝子発現調節 

脱顆粒反応 

神経興奮 

細胞増殖 

  など 

Gq ホスホリパーゼ C DG 増 

IP3増→Ca2+増 

PKC活性化 

Gi アデニル酸シクラーゼ

不活化 

cAMP減 PKA抑制 

Gt ホスホジエステラーゼ cGMP減 イオンチャネル抑制 
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細胞膜受容体からの細胞内情報伝達経路 （第 27 章:p402） 

 

三量体 G タンパク質 Gs の活性化と細胞内応答 

 ①GTP-GDP 交換反応 

 ②αとβγの解離 

 ③cAMP 産生 

 ④PKA 活性化 

 ⑤CREM のリン酸化と転写制御 

 

 

 

図 6-3 G タンパク質の活性化 

       図 6-4cAMP 依存的な細胞応答の流れ 

 

 

図 6-5 cAMPの生成と分解 

 

 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 
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三量体 G タンパク質 Gq の活性化と細胞内応答 

 ①GTP-GDP 交換反応 

 ②αとβγの解離 

 ③ホスホリパーゼ C-βの活性

化 

 ④PIP2の加水分解による IP3と

DG の産生 

 ⑤IP3による小胞体からのCa２＋

遊離 

 ⑥DG と Ca２＋によるタンパク質

キナーゼ C(PKC)の活性化 

 

 

  

    図 6-6 ホスホリパーゼ C依存的な細胞内応答の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 6-7 IP3と DGの生成 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 
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復習問題 （次の文の正誤を判定し、誤りの部分を直しなさい） 

111.   網膜の光受容体は Gqの活性化を引き起す。 

112. Gi は細胞内 cAMP 濃度を低下させる。 

113. コレラ毒素は Gsの ADPリボシル化修飾によってアデニル酸シクラーゼを不活化する。 

114. イオンチャネル型受容体は、六量体構造である。 

115. イオンチャネル型受容体にはオーファン受容体が多い。 

116. インスリン受容体の細胞内ドメインは、チロシンリン酸化作用を有する。 

117. EGF受容体の細胞内ドメインは、セリン・トレオニンキナーゼ作用を有する。 

118. Gt タイプの Gタンパク質は網膜の光受容器への刺激を伝達する。 

119. cAMPは、アデニル酸シクラーゼによって AMPから作られる。 

120. Gq の活性化によって、ホスホリパーゼ A2 が活性化され、ホスファチジルイノシトール

-4,5-二リン酸から、アラキドン酸が遊離する。 

121. IP3は、ゴルジ体から Ca2+を遊離し、細胞内の Ca2+濃度を上昇させる。 

122. コレラ毒素は、Gsタンパク質を不可逆的に ADP-リボシル化し、常に活性化状態にする。 

123. ７回膜貫通型受容体にリガンドが結合すると、三量体 G タンパク質のα、β、γサブユニ

ットが乖離して、そのγサブユニットが GTP結合型に変わる。 

正解： 111.×（Gt：トランスデューシン）  112.○  113.○  114.×(５量体)   

115.×(三量体 G タンパク質結合型受容体)  116.○  117. ×（チロシンキナーゼ作用）  

118. ○  119.×（ATP）   120.×(ホスホリパーゼ C、DG と IP3)   121．×（小胞体） 

122. ○  123．×（αとβγの 2つに乖離し、αサブユニットが GDP型から GTP型に変わる） 
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タンパク質リン酸化を介する情報伝達 (p.408) 

 

チロシンキナーゼ型受容体 

 細胞膜受容体の細胞質ドメ

インにタンパク質チロシンキ

ナーゼが存在するタイプの受

容体。 

 細胞増殖因子に対する受容

体が多くこのグループに含ま

れる。 

 チロシン残基はリン酸化さ

れることによりその構造と性

質を大きく変化され、ある特

定の部分構造（SH2ドメイン）

を持つタンパク質により認識される。   図 7-1 チロシンキナーゼ型受容体 

 

 

 

 

 

 

インスリン刺激時の細胞内応答(p.410) 

①インスリンのインスリン受容体への結合 

②インスリン受容体の自己リン酸化 

③リン酸化チロシンと PTB ドンメインを介し 

た IRS1の結合       図 7-2 受容体の自己リン酸化 

④インスリン受容体による IRS1

のチロシンリン酸化 

⑤リン酸化チロシンと SH2 ドン

メインを介した IRS1への Grb2

の結合 

⑥SH3 とプロリン立地ドメイン

を介した Grb2と Sosの結合 

⑦Ph ドメインによる細胞膜のホ

スホイノシチドへの結合 

⑧Sosが GDP型 Rasを GTP型 Ras

への転換を促し、Rasを活性化 

 

 

    図 7-3 チロシンリン酸化を介する細胞内応答の流れ 

P3 後期 「代謝調節因子と生理活性分子」  （第７回） 101122 
 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 
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MAP キナ-ゼ （mitogen activated protein kinse） p.410-414 

  細胞分裂促進剤で刺激した細胞で強くリン酸化されているタンパク質として見出された。 

  ERK1/2、JNK、p38 の三種類がある。よく保存された配列を共有する。 

 

用語解説 

  

 Ras 低分子量 G タンパク質の一つ 

 （Gαと同様に、GTP 結合型で他の因子を 

  活性化し、GTP 結合型では不活性） 

 SH2 ドメイン Srcホモロジー2ドメイン 

  タンパク質の部分構造で、ホスホチロシ 

ン残基を含むタンパク質に結合する 

 SH3 ドメイン Srcホモロジー3ドメイン 

  タンパク質の部分構造で、プロリンリッ 

 チな配列を含むタンパク質に結合する 

 PTB ドメイン 

 GRB2 アダプタータンパク質の一つ 

Sos (Son of sevenless、ソスと呼ぶ) 

 GEF (GTP exchange factor、ゲフと呼ぶ)     図 7-4 MAPキナーゼカスケード 

  G 蛋白に結合している GDPを遊離し、GTP 

への交換反応を促進する因子 

 GAP (GTPase activating protein) 

 

復習問題 （次の文の正誤を判定し、誤りの部分を直しなさい）  

124. チロシンキナーゼ型受容体は 7回細胞膜を貫通している。 

125. インスリン受容体の細胞内ドメインは、チロシンリン酸化作用を有する。 

126. EGF受容体の細胞内ドメインは、セリン・トレオニンキナーゼ作用を有する。 

127. インターロイキン-2などのサイトカイン受容体は、細胞質のキナーゼである JAKと結合し

て活性化する。 

128. JAKは受容体に結合するチロシンキナーゼである。 

129. ホルモンが結合した受容体がチロシンリン酸化を受けると、アダプタータンパク質の Raf1

が結合する。 

130. Grb2 は、SH2 ドメインや SH3 ドメインを持つため、複数のタンパク質と結合して複合体を

形成できる。 

131. Rasは、GTP 結合型の時に MAPKを活性化できる。 

132. 三種類の MAPキナーゼ、ERK、ｐ38、JNKは共通した刺激で活性化する。 

133. Rasは低分子量の GTP結合タンパク質で、がん遺伝子産物の一つである。 

正解： 124.×（1 回膜貫通の二量体）  125.○  126.×（TGFβ）  127.○  128.○  

129. ×（Grb2；Raf１は MAPKKK）  130. ○  131.×（Raf１または MAPKKK） 132．×（ERK

は増殖因子による刺激、JNK、p38はストレス刺激）   133．○ 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 



核内（細胞内）受容体（p406） 

 

核内（細胞内）受容体のタイプ 

リガンド 受容体（略号） 作用薬 

ステロイドホ

ルモン 

グルココルチコイド GCR  

ミネラルコルチコイド MR スピロノラクトン 

エストロゲン受容体 ER ジエチルスチルベストロー

ル、ビスフェノール A 

アンドロゲン受容体 AR DDE 

プロゲステロン受容体 PGR  

アミノ酸誘導

体ホルモン 

甲状腺ホルモン受容体 TR フタル酸ジエチルへキシル 

ビタミン ビタミン A RAR、RXR  

ビタミン D3 VDR  

脂肪酸・脂肪酸

代謝物 

脂肪酸など PPARα フィブラート系 

Δ15-PGJ2、 PPARγ チアゾリジンジオン系 

トリグリセリドなど PPARδ  

ステロール代

謝物 

酸化ステロール LXR  

胆汁酸 FXR  

環境物質 芳香族炭化水素 AhR ダイオキシン類 

 

核内受容体の働き 

 細胞膜を通過して細胞内にまで進入するリガンド（脂溶性ビタミン、ステロイドホルモン、甲状腺ホルモン、

脂肪酸とその誘導体など）に対

する受容体。 

核内に存在するものと、リ

ガンドと結合すると細胞質

から核内に移動するものと

がある。 

 リガンドと結合した核内受容

体は、DNA のある特定の塩基

配列部分に結合し、ｍRNA 合

成を促す転写因子として機能

する。                               

 

図 7-5 核内受容体の働き 

 

P3 後期 「代謝調節因子と生理活性分子」  （第７回） 101122 
 

（「細胞の分子生物学 第５版」より） 
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 核内受容体はリガンド結合により、ホモ二量体、またはヘテロ二量体を形成し、DNAの特定

配列（ホルモン応答配列）に結合する。例えば、エストロゲンは、エストロゲン受容体（ER）

に結合し、ホモ二量体を形成し、DNA または一本上のエストロゲン応答配列（estrogen response 

element: ERE）に結合する。また、ビタミン D3は、ビタミン D3受容体（VDR）に結合すると、

別の核内受容体 RXRとヘテロ二量体を形成し DNA 上の応答配列 DR3に結合する。 

 

 転写因子の数は非常に多く、核内受容体ではないものも多数知られている。 

CREB (CRE binding 

protein) 

cAMP 依存性に転写亢進する遺伝子の調節に関わる転写因子。PKA で

リン酸化される。 

NF-κB (nuclear 

factor kappa B) 

B 細胞の免疫グロブリン遺伝子の転写亢進に関わる転写因子。 

抗体産生だけでなく、種々ストレスに応答した遺伝子発現に関わる。 

(p.102) 

p53 がん抑制遺伝子 p53 から作られたタンパク質。細胞周期を抑制する

p21 タンパク質の発現を抑制する。MAP キナーゼの p38、JNK により

リン酸化される。 

 

 

復習問題 （次の文の正誤を判定し、誤りの部分を直しなさい） 

134.  核内受容体は、脂溶性低分子に対する受容体である。 

135.  脂溶性低分子に対する受容体はいずれも核内受容体である。 

136.  ビタミン A を認識する RXR は、種々の核内受容体とヘテロ二量体を形成する。 

137.  核内受容体はチロシンリン酸化酵素の活性を持っている。 

138.  チアゾリジンジオン系耐糖能改善薬は VDRに結合する。 

139.  フィブラート系血漿脂質低下薬は、PPARαに結合する。 

140.  スピロノラクトンは、鉱質コルチコイドの受容体に結合し、阻害作用を持つ。 

141.  転写因子はいずれも核内受容体として働いている。 

142.  核内受容体は、ある特定の塩基配列をもつ DNA 部分に結合する。 

143.  PKAは、核内で CREBをリン酸化する。 

144.  ダイオキシン類はアンドロゲン受容体（AR）に結合し活性化するため、生態系の撹乱を引

き起す。 

145.  核内受容体は、ホモニ量体を作るものとヘテロ二量体を作るものとがある。 

 

正解：134．○  135.× （PAF 受容体、エイコサノイドに対する受容体などは 7 回膜貫通型）  

136．○  137.×（転写因子、DNA結合)  138.×（PPARγ)   139. ○   140. ○ 

141．×（CREB、NF-κBなど、他の情報伝達系で活性化される転写因子も多数ある）  142. ○   

143．○   144.×(AhR)  145．○    


