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日本栄養・食糧学会誌第 63巻第4号 135-141(2010) |総

ナイアシン栄養におけるトリプトファン経路の重要性

望]

(平成 21年度日本栄養・食糧学会奨励賞受賞)

福渡努*，1

(2010年2月23日受付;2010年5月31日受理)

要旨:トリプトファンからニコチンアミドが生合成されるという点において，ナイアシンは他のビタミンと

は異なる特徴を持つ。本研究では，トリプトファンーニコチンアミド転換経路は，ナイアシンの栄養状態の維

持にどのような生理的意義を持つのか明らかにすることを目的とした。ヒトを対象とした調査より， 67 mg 

のトリプトファン摂取から 1mgのニコチンアミドが生合成されること，妊娠中期から末期にかけてトリプ

トファンーニコチンアミド転換率が増加することを明らかにした。動物実験により，ナイアシンを摂取しなく

てもナイアシンの栄養状態の維持に必要なニコチンアミドをトリプトファンから供給できること， トリプト

ファンからのニコチンアミド生合成に主要な役割を果たす臓器は肝臓であることを明らかにした。さらに，

プラスチック可塑剤フタル酸エステルがトリプトファンーニコチンアミド転換経路の鍵酵素であるアミノム

コン酸セミアルデヒド脱炭酸酵素を阻害し， トリプトファンからのニコチンアミド合成を著しく増大させる

ことを明らかにした。

キーワード:ナイアシン， トリプトファン，代謝，キヌレニン経路，キノリン酸

抗ペラグラ活性を有する化合物の総称をナイアシンと

呼ぴ，その主要な化合物はニコチンアミドとニコチン酸

である。必須アミノ酸であるトリプトファンも抗ペラグ

ラ活性を有するが，なぜかナイアシンとは呼ばれない。

食事から摂取したニコチン酸は速やかに肝臓に取り込ま

れ，ニコチンアミドに変換される。したがって，摂取し

たナイアシンはニコチンアミドとして肝臓に貯蔵され，

ニコチンアミドは血流を介して全身に供給される。各細

胞は血中からニコチンアミドを取り込み，補酵素型であ

るNAD，NADPに変換して，利用する。ナイアシン欠乏

状態になると，下痢，皮膚炎，精神神経障害を伴うベラ

グラ症を発症する。ペラグラ症は 20世紀前半に米国の貧

困層で大流行した。貧困層が主食としているトウモロコ

シにはナイアシンとトリプトファンの含量が少なく，必

要量のニコチンアミドを食事から供給することができな

かったためである。先進国からペラグラ症の姿は消えた

が，現在でも紛争地など食糧事情の悪い地域ではベラグ

ラ症の発症が大きな問題となっている1)。

ニコチンアミドはトリプトファンーニコチンアミド転

換経路によってトリプトファンからも生合成される。食

事調査によれば，日本人が一般的な食事をしている場

合，ナイアシン当量摂取量の約 50%はトリプトファン

からのニコチンアミド供給に依存しており 2) このトリ

*連絡者・別刷請求先 (E-mail:fukkie@shc.usp.ac.jp) 

プトファン由来のニコチンアミド供給量は必要量にほぼ

等しい3)。トリプトファンーニコチンアミド転換経路は

ニコチンアミド供給のための副経路に過ぎないと考えら

れてきたため，生合成経路があるにもかかわらず現在で

もナイアシンはビタミンとして認められている。しか

し古の記録によると，ペラグラ症の治療にはナイアシ

ンよりもトリプトファンを投与するほうが効果的である

という。また，先天性トリプトファン代謝異常で、ある

Hartnup症ではトリプトファンを吸収できないために，

トリプトファン尿症ではトリプトファンがトリプトファ

ンーニコチンアミド転換経路へ代謝されないために，い

ずれにおいてもベラグラ様症状が発現する。これらの事

実は，ナイアシンの栄養状態を維持するうえで， トリプ

トファンーニコチンアミド転換経路は必要不可欠なニコ

チンアミド供給経路である可能性を示している。

トリプトファンからニコチンアミドが合成されるま

で9つのステップを必要としこの経路はトリプトファ

ンニコチンアミド転換経路と呼ばれる (Figure1)。こ

のトリプトファンニコチンアミド転換経路は大きく 2

つに分けることができる。トリプトファンから αーアミ

ノ#ーカルボキシムコン酸.-8-セミアルデヒド (ACMS) ま

での上流部分と， ACMSからキノリン酸を経てニコチ

ンアミドが合成，異化代謝される下流部分である。上

1滋賀県立大学人間文化学部 (522-8533滋賀県彦根市八坂町 2500)
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Figure 1 Schematic diagram of the tryptophan-nicotinamide pathway.18) (1) tryptophan dioxygenase， (2) 

formylase， (3) kynurenine 3-hydroxylase， (4) kynureninase， (5) kynurenine aminotransferase， (6) 

3-hydroxyanthranilic acid oxygenase， (7)α-Amino-s-carbo勾rmuconate-s-semialdehydedecarbo可lase，(8) Non-
en勾maticreaction， (9) qu泊olinatephosphoribosyltransferase， (10) nicotinic acid (nicotinamide) mononucleotide 
adenylyl仕組sferase，(11) NAD+ synthetase， (12) NAD+ kinase， (13)凶co出制dephosphoribosyltransferase， (14) 

NAD + degrading enzyme， (15)凶co也lamidemethyl回 nsferase，(16)込町ぜorr凶ngMNA oxidase， (17) 4-Py-forr凶ng

MNA oxidase， ACMS:α叩1ino-s-carboxymuconateゃsemialdehyde，AMS:α-an1Inomuconate-s-semialdehyde. 

流部分はキヌレニン経路とも呼ばれる。ほとんどの

ACMSはACMS脱炭酸酵素 (ACMSD) によって αーア

ミノムコン酸fーセミアルデヒド (AMS) に代謝され，

アセチル CoAを介して TCA回路に入る。 ACMSは不安

定な化合物であるため，一部は ACMSDの作用を受け

ずに非酵素的に閉環してキノリン酸となる。したがっ

て， ACMDS活性とキノリン酸生成量は逆相関の関係を

示す。ニコチンアミドはほとんど体外には排世されず，

ニコチンアミドがメチル化された N1_メチルニコチンア

ミド (MNA)， MNAが酸化された N1
_
メチル司2-ピリド

ン-Eトカルボキサミド (2-Py)あるいは N1
_
メチル4・ピリド

ンー3ーカルボキサミド(4-町r)へと異化代謝されてから尿

中へ排植される O トリプトファンニコチンアミド転換

経路では，初発酵素であるトリプトファン 2，3-ジオキシ

ゲナーゼ (TDO) とキノリン酸を代謝するキノリン酸

ホスホリボシルトランスフエラーゼ (QPRT)が律速酵

素， ACMSDが鍵酵素として考えられている。トリプト

ファンニコチンアミド転換経路は，タンパク質4)や脂

肪酸5) などの栄養因子，チロキシン6)やアドレナリン7)

などのホルモン，抗高脂血症薬クロフイブレート 8)や抗

結核薬ピラジンアミド9) などの薬剤，糖尿病10) など様々

な因子の影響を受ける。

本稿では，ナイアシンの栄養状態を維持するうえで，

トリプトファンニコチンアミド転換経路の重要性とそ

の意義を明らかにすることを目的とした我々の取り組み

を中心にして概説する。

トリプトファンーニコチンアミド転換経路の必要"主

ラットを用いた実験では，飼料 1kgあたり 30mgの

ニコチン酸を含む 14-20%カゼイン食が一般に用いられ

る。この食餌はナイアシンを豊富に含み， トリプトファ

ンからも十分な量のニコチンアミドが供給される。そこ

で， 20%カゼインナイアシン欠乏食を 3週齢のラット

に与えて 80週齢になるまで飼育し， トリプトファンーニ

コチンアミド転換経路から供給されるニコチンアミドの

みでも正常に成育するのか調べた11)。トリプトファン

ニコチンアミド転換率は加齢に伴って徐々に低下したも

のの， 80週齢時の血中 NAD濃度および肝総ニコチンア

ミド濃度は 8週齢時と同値を示した。この結果は， トリ

プトファンからの供給だけでナイアシンの栄養状態を良
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好に維持できることを示しており，必ずしもナイアシ

ンを摂取する必要性はないことを示すものである。それ

では， トリプトファンーニコチンアミド転換経路は必要

不可欠な経路であるのか， という聞いに対しては，この

経路の遺伝子を欠損させた動物の作製を待たねばならな

い。トリプトファンからのニコチンアミド供給を止める

ために実験動物にトリプトファン欠乏食を与えると， ト

リプトファン欠乏症が現れてしまうためである。

トリプトファンか5ニコチンアミドを供給する臓器

トリプトファンーニコチンアミド転換経路上のすべて

の酵素を発現する臓器は肝臓に限られており，腎臓は

与ヒドロキシアンスラニル酸オキシゲナーゼ (3-HAO)

以降の酵素を発現する。そこで，肝障害モデル動物およ

び腎障害モデル動物を作製し，ナイアシンの栄養状態を

示す生体指標と各臓器の酵素活性との関係を調べること

により，ニコチンアミド供給に主要な役割を果たす臓器

を明らかにすることにした12)13)。

肝障害モデルとして，ラットに 1%オロチン酸食を摂

取させ，脂肪肝を発症させた。このラットの肝臓にお

ける TDO活性は対照群の 40%に低下し， トリプトファ

ンニコチンアミド転換率も対照群の 30%に低下した。

腎障害モデルとして，ラットに 0.75%アデニン硫酸塩

食を摂取させ，慢性腎不全を発症させた。このラット

の肝臓においては.TDO活性は対照群の 40%に減少，

ACMSD活性は 140%に増加. QPRT活性は 45%に低下

した (Tab1e1)。腎臓においては.ACMSD活性は対照

群の 55%に低下したが. QPRT 活性には影響は認めら

れなかった。すなわち，肝臓ではトリプトファンニコ

チンアミド転換率を低下させる方向に，腎臓では増加さ

せる方向に向いていることを示している。腎障害ラット

の血中 NAD濃度は対照群の 70%に低下， トリプトファ

ンニコチンアミド転換率も 55%に低下しており，肝臓

の酵素活性と一致するもので、あった。以上の結果は， ト

リプトファンからのニコチンアミド供給には肝臓が主要

な役割を果たすことを示すものである。それでは，腎

臓は何のために 3-HAO以降の酵素を発現するのだろう

か。腎摘出ラットでは血中キノリン酸濃度が上昇するこ

と14) 腎臓の ACMSD活性は肝臓の 3倍の強さを示すこ

とから，ニコチンアミド供給よりむしろトリプトファン

の完全分解に寄与することが考えられる。

ヒトにおけるトリプトファンーニコチンアミド転換率

上述のように，一般的な日本人の食事では，摂取する

ナイアシン当量の半分はトリプトファンに由来する。し

たがって， 日本人におけるトリプトファンーニコチンア

ミド転換率を明らかにすることは，ヒトのナイアシン必

要量を決定するうえでも，給食計画や栄養指導において

も重要である。 1956年. Horwitt et al.15
)は，ニコチン

アミド代謝産物である N1メチルニコチンアミド(MNA)

の尿中排植量を指標としてトリプトファンからニコチン

アミドへの転換率を求め，約 60mgのトリプトファン

がニコチンアミド 1mgに相当すると報告した。日本に

おいては. 75-122 mgあるいは 45mgのトリプトファ

ンが 1mgのニコチンアミドに相当するという報告があ

る16)17)。これらの報告の問題点として，普通の食事の何

倍もの量のトリプトファンを摂取させた実験であるこ

と，ニコチンアミド代謝産物の一部の化合物を指標にし

ていることが挙げられる。そこで，日本人の栄養所要量

にしたがった栄養素組成でナイアシンを含まない精製食

を若年日本人 10名に摂取させ，尿中の総ニコチンアミ

ド代謝産物量を指標としてこの場合のトリプトファンー

ニコチンアミド転換率を算出したところ. 67 mgのトリ

プトファンが 1mgのニコチンアミドに相当するという

結果が得られた (Figure2) 18)。代謝産物が代謝経路を調

節する機構はよくあることだが， トリプトファンニコ

チンアミド転換率はニコチンアミドの大量摂取による影

響を受けない問。

1940年代より妊娠末期に尿中ニコチンアミド代謝産

物量が増加し20) トリプトファンニコチンアミド転換

率の増大による可能性があることが報告されている21)。

ラットでは肝TDO活性が妊娠中期より著しく増加する

22)。妊娠時には胎盤でTDOと同じ作用を持つインドー

ルアミン・2，3-ジオキシゲナーゼ (IDO)が特異的に発現

する。 IDO阻害剤である 1-メチルトリプトファンを投

与したマウスはT細胞を介しで流産することから. IDO 

百 ble1 Influenc怠 ofadenine-induced rena1 fai1ure on tryptophan-nicotinamide conversion pathway enzymes and 
biomarkers of niacin nu甘itionalstatus in ratsY) 

Con仕01 Renalおilure
Liver TDO activity (μmo1/h/出sue) 18.5 :t 2.4 7.2:t 1.3* 
Liver ACMSD activity (μmo1/h/tissue) 9.5:t 1.5 13.5:t 1.0* 
Liver QPRT activity (μmo1/h/位ssue) 7.55:t 0.67 3.51 :t 0.37* 

Kidney ACMSD activity (μmo1/h/tissue) 30.1 :t 2.1 16.9:t 1.4 
Kidney QPRT activity (μmo1/h/tissue) 0.90:t 0.04 0.94:t 0.07 
Blood NAD 1eve1 (nmo1/mL) 82.8:t 7.6 57.9:t 3.9* 
Conversion ratio of甘yptophanto nicotinamide (%) 3.7:t 0.2 2.0土0.1*

Each va1ue is expressed as mean:t SEM (n = 5). * Significant difference from control group at p< 0.05 by Student 
ιtest. 
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ける尿中トリプトファンーニコチンアミド転換経路代謝

産物量を測定し妊娠の進行に伴うトリプトファンニ

コチンアミド転換経路の変動を調べたお)。トリプトファ

ンーニコチンアミド転換量は妊娠中期から徐々に増加し

て，妊娠末期には妊娠前の約 2倍に増加した (Figure3)。

は同種抗原である胎児に対する T細胞活性化の抑制に

関与すると考えられている23)。ヒトでは，妊娠時に血柴

トリプトファン濃度が低下することから， IDO活性の

増大による可能性が指摘されている24)。そこで，妊娠5

週から 40週に至るまで，のべ 434名の日本人妊婦にお
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トリプトファンーニコチンアミド転換経路の中間代謝産

物との比較から，妊娠中期は IDOあるいは TDOによる

キヌレニン経路の活性化 妊娠末期は ACMSDによる

キノリン酸産生の増大によることが示唆された。

フタル酸工ステルによるトリプトファンー

ニコチンアミド転換率の増大

QPRTの阻害剤として報告されている唯一の化合物は

フタル酸である。フタル酸を投与しでもトリプトファンー

ニコチンアミド転換経路には影響は認められないことか

らお トリプトファンーニコチンアミド転換経路を阻害

するためにフタル酸エステルをラットに投与してみた。

通常，ラットのトリプトファンニコチンアミド転換率

は2%だが，フタル酸ジブチルの投与によって 10%に増

大した27)。フタル酸エステルによるトリプトファンーニ

コチンアミド転換率増大作用はフタル酸エステル側鎖の

炭素鎖長に依存しており，フタル酸ジエチルヘキシルは

トリプトファンニコチンアミド転換率を 30%にまで増

大させた28)29)。キノリン酸以降の産生量が増大したこと

から.ACMSDへの関与が疑われたが.ACMSD発現量

には影響は認められなかった30)。フタル酸ジエステルが

肝臓でフタル酸モノエステルに代謝され，フタル酸モノ

エステルがACMSDを直接阻害するためにキノリン酸

の産生が増大し，その結果としてトリプトファンニコ

チンアミド転換率が著しく増大するという機構であった

(Figure 4) 29)。キノリン酸は NMDA受容体アゴニスト

として興奮神経毒性を持つばかりでなく 31)エリスロポ

エチンの産生低下を介して貧血を招く内因性因子でもあ

る32)。キノリン酸の生理作用を調べるためのツールとし

てフタル酸エステルが利用できることが期待される。

本稿を終えるにあたり，栄誉ある日本栄養・食糧学会

奨励賞を授与されたことに対し，選考委員の先生方をは

じめ，関係各位の諸先生方に厚く御礼申し上げます。本

研究は，滋賀県立大学人間文化学部で行われたものです。

本研究の御指導，御助言をいただいた滋賀県立大学柴田

克己教授，杉本悦郎名誉教授，佐々木隆造名誉教授に深

く御礼申し上げます。また，学生時代より今日に至るま

で変わらぬ御指導御鞭撞を賜りました京都大学伏木亨教

授，河田照雄教授にこの場をお借りしで深謝申し上げま

す。
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Summαry: Niacin is different from other vitamins because nico也四世deis biosynthesized from tryptophan. We 

have studied tryptophan-nicotinamide metabolism ωelucidate the physiological importance of出is仕yptoph組問

nicotinamide conversion pathway for maintenance of niacin nu凶tionalstatus in rats and humans. Human studies 

revealed that 1 mg of nico也1ar凶dewas converted企oma甘yptophanintake of 67 mg， and that the conversion ratio 
of仕yptophanto nicotinamide was enhanced from mid to late pregnancy in a世me-dependentmanner. Animal 
experiments showed白紙 thesupply of nicotinamide企om仕yptophanwas able to maintain a sufficient niac加

nu仕組onalstatus without凶ac加加句ke，and血at白eliver， but not the kidney， played a critical role in the synthesis 

of凶co也1ar凶defrom tryptophan. Phthalate esters dramatically increased the仕yptophan-nicotinamideconversion 

via inhibition of aminomuconate semialdehyde decarboxylase， the key en勾mein the仕yptophan-nicotinamide

conversion pathway. 

Key words: niacin，仕yptophan，metabolism， kynurenine pathway， quinolinic acid 
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