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メタボリック



メタボ

 「メタボ＝肥満」ではない

 「メタボリック＝代謝の」

生物が行う一連の化学反応のこと

 メタボリック・シンドローム（代謝異常症候群）

内臓脂肪型肥満（腹部肥満・内臓肥満）に高血圧
・高血糖・高脂血症のうち2つ以上を合併した状態



代謝異常による病気の例

 メタボリック・シンドローム
 代謝異常症候群

 糖尿病
 I型糖尿病
 II型糖尿病

 肥満症

 痛風

 甲状腺機能亢進症
 バセドウ病/バセドー病

 甲状腺機能低下症

 ビタミン欠乏症
 ビタミンA欠乏症 (夜盲症)
 ビタミンB1欠乏症 (脚気)
 ビタミンB2欠乏症
 ニコチン酸欠乏症
 ビタミンB12欠乏症
 ビタミンC欠乏症 (壊血病)
 ビタミンD欠乏症

 ビタミン過剰症
 ビタミンA過剰症
 ビタミンD過剰症



類義語？同義語？

 代謝経路

 代謝パスウェイ

 代謝マップ

 代謝ネットワーク

 メタボローム解析

 メタボロミクス



創薬で代謝ネットワーク

創薬ターゲットの候補遺伝子を探す

ターゲットの多くはレセプターと酵素

投与された薬物がどう代謝されるか予測する

薬理作用・副作用のデザイン

新薬の候補となる化合物を探す

リード化合物の多くは生物由来
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薬理作用・副作用のデザイン
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酵素に作用する薬の例
 疾患の原因物質の生成を阻害する薬

 プラバスタチン(抗高脂血症薬)…メバロン酸生成阻害
 アロプリノール(抗痛風薬)…尿酸生成阻害

 生理活性物質の減少を抑える薬

 ドネペジル (アルツハイマー病改善薬)…コリンエステラーゼ阻害
 ピリドスチグミン(抗重症筋無力症薬) …コリンエステラーゼ阻害

 病原菌に作用する薬

 ペニシリン系抗菌薬…細菌の細胞壁合成酵素を阻害
 キノロン系抗菌薬…細菌のDNAジャイレースを阻害
 ジドブジン…エイズウイルスの逆転写酵素を阻害

 ガンに作用する薬
 5-フルオロウラシル…チミジル酸合成酵素を阻害



KEGG PATHWAY Databasehttp://www.genome.jp/kegg/pathway.html

ここクリック



Xenobiotics biodegradation
ビタミンの代謝





KEGG PATHWAY Databasehttp://www.genome.jp/kegg/pathway.html
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Human Diseases

代謝異常による病気
（そのうち項目が増えるはず？）



Type I diabetes



H00069

ここクリック

カテゴリー：代謝異常
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創薬で代謝ネットワーク

創薬ターゲットの候補遺伝子を探す

ターゲットの多くはレセプターと酵素

投与された薬物がどう代謝されるか予測する

薬理作用・副作用のデザイン

新薬の候補となる化合物を探す

リード化合物の多くは生物由来



薬物代謝を担う酵素の例

 シトクロムP450
 アルキル側鎖や芳香環・アミンのヒ
ドロキシ化

 O-, N-, S- 脱アルキル化
 エポキシド化
 アゾ基やニトロ基の還元

 アルコールデヒドロゲナーゼ
 カルボニル基やアルデヒド基の還元

 エステラーゼ
 エステルの加水分解

 アミダーゼ・ペプチダーゼ
 アミドやペプチドの加水分解

 エポキシヒドラターゼ
 エポキシドの加水分解

 UDP-グルクロニルトランスフェラーゼ
 グルクロン酸抱合

 スルホトランスフェラーゼ

 硫酸抱合
 グリシン N’-アミラーゼ

 グリシン抱合
 グルタチオン-S-トランスフェラーゼ

 グルタチオン抱合
 N-アセチルトランスフェラーゼ

 アセチル抱合

第一相反応 第二相反応



KEGG PATHWAY Databasehttp://www.genome.jp/kegg/pathway.html

ここクリック



Xenobiotics biodegradation

薬物の代謝



Drug metabolism



創薬で代謝ネットワーク

創薬ターゲットの候補遺伝子を探す

ターゲットの多くはレセプターと酵素

投与された薬物がどう代謝されるか予測する

薬理作用・副作用のデザイン

新薬の候補となる化合物を探す

リード化合物の多くは生物由来



KEGG PATHWAY Databasehttp://www.genome.jp/kegg/pathway.html

ここクリック



Secondary metabolites

二次代謝経路
（主に植物）



たとえばイソキノリン・アルカロイド

ベルベリン
（抗菌・抗炎症・中枢
抑制・血圧降下など）

モルヒネ
（鎮痛・鎮静薬）



メタボロームとメタボロミクス

 メタボローム

細胞・組織・器官・個体・種などの様々なレ
ベルでの代謝の総体

 メタボロミクス

メタボロームを解析すること



代謝ネットワークの構造

 スケールフリーとは？
小さな世界 (small world)

原子レベルで考える



ゲノムとケミカルのリンクとしてのEC番号



Jeong et al.

Jeong et al., “The large-scale
organization of metabolic networks”,

Nature 407, 651-654 (2000).



Arita

Arita, “The metabolic world of Escherichia coli is not small”,
Proc Natl Acad Sci U S A. 101(6): 1543–1547 (2004).



Arita

Arita, “The metabolic world of Escherichia coli is not small”,
Proc Natl Acad Sci U S A. 101(6): 1543–1547 (2004).



Reactant pairs (RPAIRs)
AH2 + B = A + BH2 AB + C = A + BC
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BH2 C
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Kotera et al., “Computational assignment of the EC numbers for genomic-scale
analysis of enzymatic reactions” J. Am. Chem. Soc. 126, 16487-16498 (2004).



化学構造アラインメント

O1a

O5a

O6a

C1a

C1c

C1b

C5a

C6a

O6a

C1a

C5a
O5a

C6a

O6a
O6a

Atom alignment of the molecular graphs

Hattori et al., “Development of a chemical structure comparison method for integrated
analysis of chemical and genomic information in the metabolic pathways” J. Am. Chem.

Soc. 125, 11853-11865 (2003).



 5,669 反応からとった
5,327 基質-生成物ペア
の化学構造アラインメン
トデータ

RPAIR database



Faust et al

Faust et al., “Metabolic
pathfinding using RPAIR
annotation” J Mol Biol.
388(2):390-414 (2009).



代謝パスウェイの再構築とは

 その生物がどんな代謝パスウェイを持っているか同
定または予測すること

 代謝パスウェイのモデルが無いとシミュレーションも
できない



リファレンス・パスウェイ
 多くの生物種のパスウェイをまとめたもの



リファレンス・パスウェイ
 ヒトの遺伝子をマッピングした場合



「代謝ネットワークの再構築」には多種類ある

 あるとき

どの遺伝子がどこにマ
ッピングされるのか？

リファレンス・パスウ
ェイにまだ載ってない
新規反応はあるのか？

 ないとき

どの化合物がどの化合
物に変換されるのか？

その新規反応にはどの
遺伝子がマッピングさ
れるのか？

リファレンス・パスウェイが
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Moriya et al

Moriya et al., “KAAS: an automatic genome annotation and pathway
reconstruction server”, Nucleic Acids Research 35, W182-W185 (2007).



Yamanishi et al

Yamanishi et al., “Prediction of missing enzyme genes in a bacterial
metabolic network”, FEBS Journal, 274 (9), 2262-2273 (2007).
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RDM化学変換パターン
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Matched 
subgraph

Reaction center

Differences

C1c

C1b

C5a

C1a

C5a

C1c*
R
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M

Kotera et al., “Computational assignment of the EC numbers for genomic-scale
analysis of enzymatic reactions” J. Am. Chem. Soc, 126, 16487-16498 (2004).



E-zyme による chemical annotation

C1c

C1b

C5a

C1a

C5a

C1c*
R
D
M

RPAIR database

酵素反応式

RDM パターン
を計算

この化学変換には
どのような酵素が
使われるのか？

RDM パターンと
酵素の対応関係

Yamanishi et al., “E-zyme: predicting potential EC numbers from the chemical
transformation pattern of substrate-product pairs” Bioinformatics, 25(12) i179-i186

(2009).

!



「代謝ネットワークの再構築」には多種類ある

 あるとき

どの遺伝子がどこにマ
ッピングされるのか？

リファレンス・パスウ
ェイにまだ載ってない
新規反応はあるのか？

 ないとき

どの化合物がどの化合
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リファレンス・パスウェイが



Oh et al

Oh et al., “Systematic
Analysis of Enzyme-
Catalyzed Reaction

Patterns and Prediction of
Microbial Biodegradation
Pathways”, J Chem Inf

Model 47, 1702-12 (2007).



Fenner et al. “Data-driven extraction of relative reasoning rules to limit
combinatorial explosion in biodegradation pathway prediction”, Bioinformatics 24

(18): 2079-2085 (2008).

Fenner et al



Kotera et al

Kotera et al., “Eliciting
possible reaction

equations and metabolic
pathways involving

orphan metabolites”, J
Chem Inf Model. 48(12):

2335-2349　(2008).



２種類のアノテーション

G

E

R

遺伝子

タンパク質
（酵素）

機能
（反応）

生物種 #1

G’

E’

R

#2

似てる

似てる

同一

Genome annotation

G

E

R

遺伝子

タンパク質
（酵素）

機能
（反応）

G’

E’

R’

似てる

似てる

似てる

Chemical annotation

遺
伝
子
吚
呗
機
能
呆

機
能
吚
呗
遺
伝
子
呆



「似ている」の定義は？

 酵素タンパク質
が似ている

 酵素反応が似ている

ポケットの
形とか

モチーフ

とか
局所的に

フォールド

とか

全長配列

とか
全体的に

三次構造一次構造

EC番号とかEC番号とか局所的に

EC番号とかEC番号とか全体的に

基質特異性反応特異性



:
:

:
:

:
:

:
:

1. oxidoreductases

2. transferases

3. hydrolases

4. lyases

5. Isomerases

6. ligases

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.5

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.69 zeatin reductase

Class Subclass Sub-subclass Complete EC number

酵素反応の分類としてのEC番号

※アミノ酸配列の相同性に基づく分類ではない
にもかかわらず、酵素全般を網羅する唯一の分類体系であるため

多くのデータベースで主に相同性に基づいてアノテーションされている



EC番号の分類基準

基本的に多段階転移
反応

基質の種類合成される結合の種類6. 合成

１基質で完結する反応
であれば何でも

変化する結合の種類とか
、基質の分類とか

異性化の種類（RS反転
、EZ反転、分子内酸化
還元、分子内転移、分子
内脱離）

5. 異性化

「分子内加水分解」に
見えるものもある

生成する分子の種類分解される結合の種類4. 付加脱離

ヌクレアーゼやペプチ
ダーゼは特別扱いで
詳しく分類

分解される結合の種類を
もっと詳しめに

分解される結合の種類3. 加水分解

「何から何に転移され
るか？」は原則として
分類に反映されない

転移される基の種類をも
っと詳しめに

転移される基の種類2. 転移

酸化される分子と還元
される分子の区別が
曖昧なものもある

還元される分子酸化される分子の官能
基

1. 酸化還元
備考ECサブサブクラスECサブクラスECクラス



反応タイプが同じでもドメイン構成が違えばEC番号が
変わってしまう例

Kotera et al., “Computational assignment of the EC numbers for genomic-scale
analysis of enzymatic reactions” J. Am. Chem. Soc, 126, 16487-16498 (2004).



SCOPEC

George et al., “SCOPEC: a database of protein catalytic domains”,
Bioinformatics, 20, i130-i136 (2004).

Thioesterase domain
of polypeptide,

polyketide and fatty
acid synthases

Aspartate aminotransferase-
like domain

NAD(P)-binding
Rossmann-fold domain

Phosphotransferases
on alcohol groups

Hydro-lyase

(Trans)glycosidases

Trypsin-like serine
proteases

Alkyl or aryl
transferase

Alcohol dehydrogenase
using NAD(P)+

P-loop containing
nucleoside triphosphate

hydrolases

O- or S-glycosidases



シトクロムP450の分類

 アミノ酸配列の相同性に基づいて分類
40%以上相同のものをファミリー
55%以上相同のものをサブファミリー

 たとえば「CYP3A4」というように表記
最初の数字3は「ファミリー3」
3Aは「サブファミリー3A」
最後の数字4が特定の蛋白質

 ECでいうと 1.14 に相当



糖転移酵素の分類

 これも配列類似性
に基づく分類

 EC でいうと 2.4 に
相当

Ross et al., “Higher plant
glycosyltransferases”, Genome

Biol. 2(2): reviews3004.1–
reviews3004.6 (2001).



「似ている」の定義は？

 酵素タンパク質
が似ている

 酵素反応が似ている

ポケットの
形とか

モチーフ

とか
局所的に

フォールド

とか

全長配列

とか
全体的に

三次構造一次構造

EC番号とかEC番号とか局所的に

EC番号とかEC番号とか全体的に

基質特異性反応特異性

両者の関係をどのように結びつけるか？



レポート課題

本講義と関係のある論文を PubMed 等で
検索し、それらの内容を簡潔に説明せよ。

提出先：kyomu@bic.kyoto-u.ac.jp
締切：2009年11月23日（月）


