Lesson 11. LIPID OXIDATION 脂質の酸化
1.

Continue discussion of RCT focused on cholesterol oxidation after uptake of HDL-cholesterol by the liver
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙが肝臓に取り入れられた後でｺﾚｽﾃﾛｰﾙが酸化されるｺﾞﾚｽﾃﾛｰﾙ逆輸送の話を続ける。

2.

Bile acids as emulsifiers and as signaling molecules
乳化剤と調節信号分子としての胆汁酸

3.

Primary and secondary bile acids
一次と二次の胆汁酸

4.

FA modification and the roles that it plays
SCD1, ELOVs、FADS
脂肪酸修飾とその役割 ｽﾃｱﾘﾙCoA脱水
素酵素、延長酵素、脂肪酸不飽和化酵素

(Japanese Vegetarian Diet Study)
（日本の菜食研究）

5.

N3:n6 FA ratios in US and Japanese diet
日本食と米国食のn3n6比率

Lesson 10 review points 第10回授業の復習点
• We discussed the “Mediterranean Diet” pyramid, and the predominant foods in it.
私達は「地中海食 」 ピラミッドとその中の主要な食品を議論した。

• We discussed epidemiological evidence that the Med Diet pattern is associated with
reduced risk of coronary artery disease (CAD)s, atherosclerosis, and other diseases.
Even frailty in the elderly is lower.
私達は、地中海食パターンが冠動脈疾患（CAD）、アテローム性動脈硬化症および他の疾患のリス
クの低下と関連しているという疫学的証拠について議論した。 高齢者のフレイルさえも地中海食を
摂れば低い。

• We discussed Health Eating Index (HEI) and other assessment tools used to determine
diet quality.
私達は健康食指数（HEI)や他の食事の質を決定する評価方法を討議した。

Lesson 10 review points 第10回授業の復習点
• We discussed data showing that persons with a high (5th quintile) of HEI had a lower
rate of CAD compared to the lowest quintile, though data differed by ethnicity.
私達は、民族によってデータが異なるが、HEIの高い（5番目の5分位の）人がHEIの最低の5分位の
人に比べて心血管疾患CADの割合が低いことを示すデータを議論した。

• We said we would return to the topic of “Reverse Cholesterol Transport” and
how the cholesterol taken up by the liver is converted to bile acids for
excretion.
私達は、次回で「コレステロール逆輸送」の話題に戻り、肝臓に取り込まれたコレステロール
がどのように排泄のために胆汁酸に変換されるのかについて討議すると述べた。

Lesson 11
Levels of HDL-C are clinically relevant.
(血清)HDL-C濃度は臨床的に重要である。

Clinical and epidemiological studies have consistently shown an inverse association between
HDL-C levels and cardiovascular risk. But clinical trials have not always been consistent.
臨床的および疫学的研究は一貫してHDL-C濃度と心血管危険度との間に逆相関を示している。 しかし、臨床
試験結果は必ずしも一貫していない。

Among drugs used to increase the levels of HDL-C, niacin, or nicotinic acid, which is a water
soluble B vitamin, is known as the most effective drug approved for raising HDL-C levels.
Niacin appears to delay HDL catabolism.

HCL-C濃度を上昇させるために使われる薬物の中で、水溶性Ｂビタミンであるナイアシン、またはニコチン酸は
承認された最も有効な薬物として知られる。 ナイアシンはＨＤＬ異化を遅らせるようだ。

Ono, K., Current concept of reverse cholesterol transport and novel strategy for atheroprotection, J. Cardiol., 2012; 60: 339–343

Proposed roles of HDL

HDLの提案されている役割
• ability to mediate macrophage cholesterol efflux; critical acceptors of cholesterol from foam cells; reduction
of pro-inflammatory responses by lipid-rich macrophages.
マクロファージからのコレステロール流出を媒介する能力; 泡沫細胞からのコレステロールの重要な受容体; 脂質を
多量に含むマクロファージによる前炎症反応の減少。

• antioxidant capacity
抗酸化能力

• anti-inflammatory properties
抗炎症性
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Ono, K., Current concept of reverse cholesterol
transport and novel strategy for atheroprotection, J. Cardiol., 2012; 60: 339–343

Four important steps in the RCT pathway
RTC経路の４つの重要段階

1. Removal of excess cholesterol from macrophage-derived foam cells in
atherosclerotic plaque; transporters ABCA1 and SRB1.
(The amount of acceptors such as apoA-I and HDL is one
determinant.)
粥状硬化性プラークにおけるマクロファージ由来泡沫細胞からの過剰コレステロールの
除去; ABCA1輸送体およびSRB1輸送体。
（アポA-IおよびHDLのような（ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ）受容体の量が決定因子の1つである）。

2. In plasma, the enzyme LCAT converts cholesterol into cholesteryl ester
(CE) in the HDL.
血漿中では、LCAT（ﾚｼﾁﾝｰｺﾚｽﾃﾛｰﾙ アシル転移酵素）がｺﾚｽﾃﾛｰﾙをHDL中のｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙｴｽﾃﾙに変える。

3. Delivery of CE from HDL into the liver; SR-B1 is the key receptor for
selective uptake of CE into the liver. (SR-BI is highly expressed not only
in liver but in other tissues that use cholesterol (adrenal glands,
ovaries).

HDLから肝臓へのCEの送達; SR-B1は、肝臓へのCEの選択的取り込みのための鍵となる
受容体である。 （SR-BIは、肝臓だけでなく、コレステロール（副腎腺、卵巣）を使用する
他の組織でも高度に発現されている。

4. Biliary secretion of cholesterol, to eliminate it from the body. Two
ways: as cholesterol itself; by conversion of cholesterol to bile acids.
体からｺﾚｽﾃﾛｰﾙを排除する胆汁分泌は2つの方法；すなわちｺﾚｽﾃﾛｰﾙ自体として、又
は ｺﾚｽﾃﾛｰﾙを胆汁酸に変換することによって達成される。

Oil in diets

Cholesterol extraction・
reverse transport

ROS

Oxidized LDL

Mechanism of arteriosclerosis

Foam cell

About Bile Acids (BA): 胆汁酸（BA)について
• BA are produced from cholesterol in the hepatocytes
胆汁酸はｺﾚｽﾃﾛｰﾙから肝細胞内で作られる。

• BA are stored in the gall bladder
胆汁酸は胆嚢に蓄えられる。

• BA are released into the upper small intestine (duodenum) after
sensory cues (vagal nerve) and meals (especially fat in meals)
胆汁酸は感覚（迷走神経）と食事（特に食事中の脂肪）で小腸上部（十
二指腸）内に放出される。

• BA emulsify fat from the diet so that the lipid digestion products
can be absorbed
脂質消化産物が吸収できるように胆汁酸は食事からの脂肪を乳化す
る。

• BA also stimulate pancreatic lipase to digest fat
胆汁酸は消化のため膵臓のﾘﾊﾟｾﾞｰｾﾞを促進する。

• Much of the BA is reabsorbed in the ilium, and can be reused
again
大部分の胆汁酸は回腸で再吸収、再利用される。

• Some of the BAs are metabolized by intestinal bacteria, and then
are reabsorbed from the colon
P.B. Hylemon et al., Liver Res 1 (2017) 10e16

一部の胆汁酸は腸内細菌で代謝されて、大腸から再吸収される。

The liver makes primary bile acids from cholesterol
肝臓はコレステロールから一次胆汁酸を作る
Hepatocytes oxidize cholesterol to form 2 primary BA:
Cholic Acid (CA) and Chenodeoxycholic acid (CDCA)
肝細胞はｺﾚｽﾃﾛｰﾙを酸化して２つの一次胆汁酸：ｺｰﾙ酸とｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸を作る。

The rate-limiting enzyme is cholesterol-7-alpha-hydroxylase.
この反応の律速酵素はｺﾚｽﾃﾛｰﾙｰ7-α水酸化である。

BA can be conjugated by the addition of taurine or glycine,
making them more charged and better detergents for fats.
胆汁酸はﾀｳﾘﾝかｸﾞﾘｼﾝが付加されることで抱合され荷電を増し脂肪のより良い界面活性
剤となる。

BA are stored in the gall bladder, along with cholesterol and phospholipids,
which comprise the major lipid components of bile.
胆汁酸は胆嚢に胆汁の主要脂質であるｺﾚｽﾃﾛｰﾙとリン脂質と共に蓄えられる。

Feeding stimulates hormonal release (cholecystokinin, CCK) that
causes the contraction of the gall bladder and the
release of the bile into the duodenum.
摂食は胆嚢の収縮と胆汁の十二指腸への放出をさせるﾎﾙﾓﾝ（ｺﾚｼｽﾄｷﾆﾝ、CCK)の分泌を
促進する

Bile acid forms micelles that facilitate absorption of lipids, including fat-soluble vitamins
胆汁は脂溶性ﾋﾞﾀﾐﾝを含む脂質の吸収を容易にするﾐｾﾙを形成する。

Bile acids as emulsifiers： 乳化剤としての胆汁酸

9629628

Bile is made and re-used through the Enterohepatic Circulation (EHC）
The liver synthesizes about 700 ml of bile each day; it concentrates it 20-fold.
肝臓は約700mlの胆汁を毎日合成する。胆汁は20倍に濃縮される（胆嚢で水分吸収）。

Bile also contains bilirubin (end product of heme catabolism); electrolytes, and some hormones.
胆汁はまたﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ（血色素のﾍﾑの異化産物）；電解質、ある種のホルモンも含む。

Bile acids are mostly not absorbed in the upper intestine; they travel to the ileum, where they are
actively reabsorbed.
胆汁酸は上部小腸では殆ど吸収されない；回腸で能動的に再吸収される。

Bile acid reabsorption is efficient (>95%), mediated by a sodium-dependent bile acid
transporter. Bile acids are transported into portal blood back to the liver.
胆汁酸の再吸収は効率が高く（>95%）、ナトリウム依存性の胆汁酸輸送体を介する。
胆汁酸は門脈血に運ばれて肝臓に戻る。

However, each day, several hundred milligrams of bile acids are not absorbed by the small
intestine or ileum and enter the colon.
しかし、毎日、数百mgの胆汁酸は小腸や回腸では吸収されず大腸に入る。

Bile acids are modified by the intestinal microbiota
Specific colonic bacteria convert CA and CDCA by 7-alpha-dehydroxylation to form
the secondary bile acids deoxy-cholic acid (DCA) and lithocholic acid (LCA), respectively.
特定の大腸菌群はｺｰﾙ酸やｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸を7α水酸化を行ってそれぞれをﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸（DCA)と ﾘﾄｺｰﾙ酸
（LCA)という二次胆汁酸に変える。

These are called secondary bile acids.
これらは２次胆汁酸とよばれる。

They are absorbed passively from the colon.
これらは受動的に（濃度依存的に）大腸から吸収される。

Recent evidence suggests that secondary bile acids have regulatory functions.
最近の根拠では二次胆汁酸は調節機能を持つことが示唆されている。

CYPとは酸素添加酵素
シトクロムP450:
Cytochrome P450）

コレステロール
一次胆汁酸合成
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ﾀｳﾛｹﾉﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸
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Bile acids act in a hormonal “feedback” manner to regulate their own production
胆汁酸は自己の産生を制御するﾎﾙﾓﾝとして“ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ”形式で作用する。
Bile acids are natural ligands for the nuclear
receptor (NR) farnesoid X receptor (FXRalpha), which is highly expressed in the liver
and gastrointestinal tract.
胆汁酸は核内受容体（NR)であるﾌｧﾙﾈｿｲﾄﾞX受容
体（FXR-α）の自然ﾘｶﾞﾝﾄﾞである。この受容体は肝
臓と消化管で発現されている。

Bile acid synthesis is autoregulated; bile
acids bind to FXR; this stimulates production
of FGF15/19; FGF15 is a hormone that
travels in the blood to the liver; in the liver,
signaling from FGF15 represses the
synthesis of the rate-limiting enzyme,
Cyp7a1.
胆汁酸合成は自己調節されている； 胆汁酸は
FXRに結合し、それがFGF15/19の生産を促進、
FGF15は血中を移行して肝臓に到達するホルモ
ンである。 肝臓ではFGF15からの信号で律速酵
素のCyp7a1の合成を抑制するのである。

絶食と再摂取

FXR-alpha is a key regulator of
the homeostasis of bile acids,
glucose and lipids in the liver and
intestines.
FXR-αは肝臓と小腸内での胆汁
酸、グルコース、脂質の恒常性
の重要な調節因子である。

Inhibited by BA-binding to FXR:

肝ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸ｷﾅｰｾﾞ

L-PK, liver pyruvate kinase, in glycolysis
ACC, FAS, liver enzymes in lipogenesis (VLDL production)

Philippe Lefebvre, Bertrand Cariou, Fleur Lien, Folkert Kuipers, Bart Staels. DOI: 10.1152/physrev.00010.2008. 1 January 2009

FXR reduces lipogenesis, and lower FFA improves insulin sensitivity, inhibiting gluconeogenesis
FXRは脂肪合成を減少させ、遊離脂肪酸の低下はｲﾝｽﾘﾝ感受性を改善し糖新生を阻害する。

Certain BA sensitize insulin receptor
activity; BA can also suppress
gluconeogenesis.
或る種の胆汁酸はｲﾝｽﾘﾝ受容体の
感受性を高める。胆汁酸は同時に糖
新生を抑制できる。

Modica S, Gadaleta RM, Moschetta A - Nucl Recept Signal (2010)

Several bile salt signalling pathways may potentially intervene in the development of atherosclerosis.
幾つかの胆汁酸塩の信号伝達経路は動脈硬化の進行を阻止する可能性がある。
Many organs and
pathways are
regulated in part by
bile acids (bile salts):
多くの臓器と経路は胆汁
酸（胆汁酸塩）で部分的
に制御される。
Liver BA production
肝臓の胆汁酸産生。
Macrophage RCT
ﾏｸﾛﾌｧｰｼﾞのｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
逆輸送（ reverse
transport of cholesterol ）
Adrenal hormone
Production
副腎ﾎﾙﾓﾝ産生
Arterial vasodilatation
血管拡張
Jurre Hageman et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010;30:1519-1528
Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.

In total, bile acids may “collaborate” with insulin to regulate glucose metabolism in the
liver after consumption of a meal.
全体的に見て、胆汁酸は、食事の消費後の肝臓におけるグルコース代謝を調節するために、インスリ
ンと「協力」し得る。

Bile acids and co-absorbed nutrients are thus metabolized at the same time, when
insulin is active.
胆汁酸そして共に吸収された栄養素はこのようにｲﾝｽﾘﾝが活性を持つときに同時に代謝される。

Removal of bile acids by drugs such as cholestyramine is one way to get rid of excess
cholesterol.
ｺﾚｽﾁﾗﾐﾝ（腸内で胆汁酸を結合して排出する抗ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ薬）などの薬物による胆汁酸除去は過剰な
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙを除く1つの方法である。
https://livertox.nih.gov/Cholestyramine.htm

Categories of fatty acids: Defined by chain length, degree of unsaturation; position of C-C double
bonds, and cis or trans configuration
脂肪酸の分類： 鎖長、不飽和度、CC結合位置、ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ型で定義される。

De novo biosynthesis produces palmitic acid, C16:0. This can be further metabolized--:
パルミチン酸（C16:0)の新規合成産物。これはさらに代謝される。

Elongation and desaturation processes that modify fatty acids

By User:Edgar181 - Own work, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1287289

鎖長延長反応と不飽和化過程が脂肪酸を修飾する。
鎖長延長：小胞体における脂肪酸合成
不飽和化：全体の反応

Wejendran V, and Hayes KC. DIETARY n-6 AND n-3 FATTY ACID BALANCE AND CARDIOVASCULAR HEALTH
Annual Review of Nutrition 2004; 24:597-615. 食事のn-6,n-3脂肪酸のバランスと心臓血管の健康
Abstract Epidemiological and clinical studies have established that the n-6 fatty acid, linoleic acid (LA, C18:2,n-6), and
the n-3 fatty acids, linolenic acid (LNA), eicosapentaenoic acid (EPA), and docosahexaenoic acid (DHA) collectively
protect against coronary heart disease (CHD).
要約：n-6脂肪酸、リノール酸（LA、C18：2、n-6）およびn-3脂肪酸、リノレン酸（LNA）、エイコサペンタエン酸（EPA） およびドコサヘキ
サエン酸（DHA）は、冠状動脈性心疾患（CHD）に対して全体的に保護する。

LA is the major dietary fatty acid regulating LDL-C metabolism by downregulating production and enhancing clearance.
ﾘﾉｰﾙ酸はLDL-Cの産生を低下させ除去を促進して、その代謝を制御する主要な食事性脂肪酸である。

N-3 fatty acids, especially EPA and DHA, are potent antiarryhthmic agents. EPA and DHA also improve vascular
endothelial function and help lower blood pressure, platelet sensitivity, and serum TG level.

N-3脂肪酸、ことにEPAとDHAは強力な抗不整脈因子である。EPAとDHAはまた血管内皮細胞の機能を改善し、血圧を下げ、血小板
感受性や血清脂肪濃度も下げる。

The distinct functions of these two families make the balance between dietary n-6 and n-3 fatty acids an important
consideration influencing cardiovascular health.
これら２群の異なった機能があるため、食事のn-6とn-3脂肪酸のﾊﾞﾗﾝｽについて心臓血管の健康への影響に十分に 配慮する必
要がある。

…, we suggest that consumption of ∼6% en LA, 0.75% en LNA, and 0.25% en EPA + DHA represents adequate and
achievable intakes for most healthy adults.

我々は、〜6％のLA、0.75％のLNA、および0.25％のEPA + DHAの消費が、大部分の健康な成人のための適切で達成可能な摂取量を表
すことを示唆する。

This corresponds to an n-6/n-3 ratio of ∼6:1.
これはn-6/n-3比率が大体6:1に相当する。

However, the absolute mass of essential fatty acids consumed, rather than their n-6/n-3 ratio, should be the first
consideration when contemplating lifelong dietary habits affecting cardiovascular benefit from their intake.

しかし、n-6 / n-3比ではなく、消費される必須脂肪酸の絶対量は、摂取による心臓血管系の利益に影響を及ぼす生涯にわたる食事習
慣を考慮する場合、最初に検討されるべき点である。

What does Japan recommend?
日本での推奨量は？EPA+DHA＞1g
N-6＜10g(m&f) N-3>2.4(m)､>2.1ｇ（ｆ）
実際摂取した比率はｎ－６脂肪酸 10.18±5.14ｇ
ｎ－３脂肪酸 2.34±1.58

What ratio is achieved? It was 4.35
達成できた比率は？

4.35

Vegetarian Diets in Japan 日本の菜食
Vegetarian Diets: absence of meat, poultry, fish, eggs, and dairies
VL eats no EPA+DHA

VL

Meats
肉類

Fish
魚介類

Dairies
乳製品

Eggs
卵

Vegan

純菜食

×

×

×

×

Lactovegetarian

乳菜食

×

×

○

×

Ovolacto vegetarian 乳卵菜食

×

×

○

○

Pescovegetarian

魚菜食

×

○

△

△

Semi vegetarian

半菜食

○

○

○

○

菜食者の分類と動物性食品の摂取量

牛乳、乳製品
卵類
魚と海産物
肉類

The Fatty Acid Pattern in
Japanese Vegetarians with
Different Genotypes of FADS1

C. Nishijima, T. Kawabata, Y. Kagawa
日本の菜食者のFADS1遺伝子型別
の脂肪酸ﾊﾟﾀｰﾝ｡西島､川端､香川｡
Polymorphism of Δ 5 fatty acid desaturase
(FADS1) rs174547 C-allele carriers
(homozygotes 14%, heterozygotes 46%)
show low activity of synthesizing DHA
from α-linolenic acid via EPA, and AA
from linoleic acid.

Δ5脂肪酸不飽和化酵素のCｱﾚﾙ保持者（ﾎﾓ
14%､ﾍﾃﾛ46%)はαﾘﾉﾚﾝ酸からEPAを経るDHA
合成とﾘﾉｰﾙ酸からｱﾗｷﾄﾞﾝ酸の合成能が低い。

右欄和訳→
VLのCｰｱﾚﾙ保持者はTT型に比して前駆体であ
るﾘﾉｰﾙ酸とﾘﾉﾚﾝ酸が有意に高く、産物である
ｱﾗｷﾄﾞﾝ酸、ｴｲｺｻﾍﾟﾝﾀｴﾝ酸（EPA) ﾄﾞｺｻﾍｷｻｴﾝ
酸（DHA)が有意に低い。

VL：V+L

