


第14回 動物科学と生化学 (1)

本講義では、生化学的な知識等の応用・実用例を示します。

したがって、対応する章は教科書にありませんが、
「16. 脂質代謝」に関連する話題が複数あります。



典型的なヒト細胞の生化学的構成要素 (第4回参照)
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生化学的な構成比は細胞ごとに異なる

筋肉 / Muscle 脂肪 / Fat 骨 / Bone

タンパク質が多い

写真は筋肉細胞の
ミオシンを可視化

脂質が多い

写真は脂肪細胞の
脂肪滴を可視化

無機質が多い

写真は骨細胞の
カルシウムを可視化



筋肉 (骨格筋) は動物最大の臓器の一つである

骨格筋

40.0%

脂肪

21.4%
肝臓

2.6%

脳

2.0%

心臓

0.5%

腎臓

0.4%

その他

33.0%

ヒト臓器の質量割合



骨格筋組織の構成

骨格筋 (組織)

Skeletal muscle (tissue)

筋線維 (多核細胞)

Myofiber (multi-nuclear cell)

衛星細胞 (幹細胞)

Satellite cell (stem cell)



骨格筋の細胞は多数の筋タンパク質からなる筋節で構成される

筋細胞 / Myocyte

(筋節)



骨格筋のタンパク質

動物の約 40% (重量比) は骨格筋組織であり、

骨格筋組織の約 60% は筋線維であり (他は結合組織など)、

筋線維の約 40% はアクチン・ミオシン タンパク質である。

0.4 × 0.6 × 0.4 = 0.96

動物の身体の約１% は、アクチン・ミオシンからなる。

これは非常に大量であり、タンパク質生化学の黎明期には、
もっぱら筋タンパク質が研究された。
大量に存在するので、生体から精製してなお、
十分な量の純度の高いタンパク質が得られるからである。



細胞・組織の構成要素と食品

タンパク質の多い筋組織を発達させたい
→ タンパク質を多く含む食品を摂る

脂質の多い脂肪組織を減らしたい
→ 脂質を多く含む食品の摂取を控える

無機質の多い骨組織を維持したい
→ 無機質を多く含む食品を欠かさない

...など

ヒトの食事だけでなく、家畜の飼養も同じ。



日本食品標準成分表

日本食品標準成分表 (食品成分表)
文部科学省が公表している食品の成分に関するデータ。

食品成分データベース
https://fooddb.mext.go.jp/
食品成分表をインターネット上で利用できるように整備されたもの。
これを利用することで、下のようなグラフを作成することができる。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若鶏肉/むね

成鶏肉/むね

若鶏肉/もも

成鶏肉/もも

若鶏肉/ささ身

成鶏肉/ささ身

鶏肉の成分組成

水分 タンパク質質 脂質 炭水化物 灰分

https://fooddb.mext.go.jp/


生化学
と検査



生化学検査 – Biochemical test

身体を構成する分子の構成比は一定の範囲内にある (恒常性)。

細胞や組織が異常な状態 (=疾患、障害) に陥ると、
それらを構成する成分のバランスが崩れる。
成分の構成比は血液に反映されるため、血液の生化学的組成を
検査することで、身体の様々な異常を検知することができる。

生化学検査の項目と基準値は医療機関によって異なる場合がある。

ヒトだけではなく、家畜用の生化学検査もある。



生化学検査の項目（1）

項目 説明

TP 総タンパク質
血液中のタンパク質の総量。
栄養状態・肝機能・腎機能を反映。

ALB アルブミン 肝臓のタンパク質。肝機能・腎機能を反映。

BIL ビリルビン 胆汁色素。黄疸の指標。肝臓・胆道の障害を反映。

AST
アスパラギン酸
アミノ基転移酵素

肝臓・心臓・骨格筋に多い。
肝障害や心筋梗塞で高くなる。

ALT
アラニン
アミノ基転移酵素

肝臓に多い。
肝臓・胆道の病気で高くなる。

LD 乳酸デヒドロゲナーゼ
様々な組織に存在する酵素。臓器の損傷を反映。
肝疾患・血液疾患で高くなる。

γ-GT γ-グルタミル転移酵素
肝臓や胆道の障害を反映。
アルコール性肝障害で高くなる。

ALP アルカリホスファターゼ
肝臓・胆道・骨の状態を反映。
骨形成で高くなるため小児の値は高め。

ChE コリンエステラーゼ
肝疾患や有機リン中毒で低くなる。
脂肪肝では高くなる。



生化学検査の項目（2）

項目 説明

NH3 アンモニア 肝機能障害で高くなる。

AMY アミラーゼ
膵臓や唾液腺が分泌する消化酵素。
膵臓・唾液腺の疾患で高くなる。

CK クレアチンキナーゼ
心臓や骨格筋に多い。筋肉が損傷すると高くなる。
心筋梗塞など多くの心疾患で高くなる。

UN
Cre
UA

尿素窒素
クレアチニン
尿酸

腎臓から排泄される老廃物。腎機能障害で高くなる。

Na
K
Cl

ナトリウム
カリウム
塩素

細胞内外のイオン濃度 (=浸透圧) は一定に保たれる。
腎機能障害や脱水などで異常値を示す。

Ca カルシウム 骨に多い。骨代謝の異常で変動する。

IP 無機リン
Ca と結合して骨に存在する。
内分泌や骨の代謝異常で変動する。

GLU グルコース 血糖値。糖尿病では高い。低栄養では低い。

HbA1c ヘモグロビンA1c 過去1-2か月の血糖値を反映。



生化学検査の項目（3）

項目 説明

T-CHO 総コレステロール 脂肪成分の一つ。多すぎると動脈硬化の原因となる。

HDL-C HDL-コレステロール
善玉コレステロールとも呼ばれるが、
飲酒によっても上昇する。

LDL-C LDL-コレステロール 悪玉コレステロール。多すぎると動脈硬化の原因となる。

TG 中性脂肪 脂肪成分の一つ。多すぎると動脈硬化の原因となる。

CRP C反応性タンパク質 炎症が生じると高くなる。



コレステロール、肥満、動脈硬化

脂質 脂質を過剰に摂取すると、
腸から吸収された脂質が
血液に放出されて循環する。

脂肪細胞は脂質を取り込み、
脂肪滴を形成する = 肥満。

脂肪細胞 (脂肪滴)
健
常

肥
満



コレステロール、肥満、動脈硬化

動物の歴史は「飢え」との戦いである。
過剰に栄養を摂取するという行為は、
極めて異常なことである。
我々の身体は、過剰な栄養に
対応するようデザインされていない。

余剰脂質を蓄える脂肪細胞の機能は、
限られた機会に摂取した脂質を溜め、
次の飢餓に備えるためである。

同様に、肝臓も、余裕があれば
コレステロールを合成・貯蔵し、
次の飢餓に備えてエネルギーを
溜め込もうとする。

アセチル-CoA

アセトアセチル-CoA

HMG-CoA

メバロン酸

グルコース, 脂肪酸, タンパク質

スクアレン

コレステロール

HMG-GoA合成酵素

HMG-GoA還元酵素

肝臓



コレステロール、肥満、動脈硬化

脂質
脂肪や肝臓に脂質が蓄積されても、なお過剰に脂質を摂取し続けると、
血液中の脂質の行き場所がなくなる。＝脂質異常症 (高脂血症)

過剰な脂質が血中に存在し続けると、血管内皮が障害される。
=アテローム性動脈硬化

(日本成人病予防協会)



コレステロール、肥満、動脈硬化

生化学検査で、総コレステロール (T-CHO) が高いということは、
肥満・脂肪肝・動脈硬化の疑い、ないしリスクがある。

上記の症状がさらに進行すると、心筋梗塞や脳梗塞など、
生命に関わるより重篤な疾患が発症するリスクも高まる。

検査項目の意味を理解すれば将来のリスクを抑制可能。

T-CHO を下げたい場合、脂質の摂取を控えるべきだが、
薬 (脂質異常症治療薬) の服用で下げることもできる。

＊実際の検査値の解釈、疾患の診断、薬の処方等は、
医師等の専門家の判断を仰ぐこと。



脂質異常症治療薬（スタチン系薬剤）

スタチンは、肝臓でのコレステロール合成を阻害する。
その結果、肝臓は血液からコレステロールを取り込み肝臓内に溜め込もうとする。
最終的に、血液中のコレステロール濃度が下がる。

スタチン
(HMG-CoA 還元酵素阻害剤)

肝臓

HMG-CoA

メバロン酸

コレステロール

HMG-CoA
還元酵素

貯蔵排出

スタチン
血管

コレステロール



まとめ

細胞・組織の生化学的な構成要素や割合は異なる。

細胞・組織の活動・維持・成長に要求される成分も異なる。

身体・血中の生化学的構成比の攪乱は、
細胞・組織の障害や疾患を引き起こす。

あるいは、

細胞・組織が障害されると、血中の生化学的構成比が乱れ、
検査値の異常として検出される。


