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［カバーイラスト］

白丸数字は各章と対応している。
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ヘム合成

尿素回路
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⑦

①

④

③
⑤

⑥

⑧
⑨

②

2,3 ビスホスホ
グリセリン酸

オキザロ酢酸

リンゴ酸

CO2

グルコースの細胞内取り込み

グルコース 1リン酸 グリコーゲン

UDPグルコース

グリセロール

脂肪酸

中性脂肪

糖
新
生

アシル CoA

ケトン体

アシル CoA

アセチル CoA

クエン酸

アシル CoA

マロニル CoA

オキザロ酢酸

CO2

CO2

プロトポル
フィリンⅢ

ヘモグ
ロビン
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Fe＋＋

プロトポルフィリノゲンⅢ

コプロポルフィリノゲンⅢ

CO2

CO2

CO2

ウロポルフィリノゲンⅢ

ヒドロキシメチルビラン

グリシン

δアミノレブリン酸
（ALA）

ポルホビリノゲン

ジヒドロキシアセトンリン酸

乳酸

グルコース（血糖）

細胞内

細胞外

グルコース

グルコース 6リン酸

フルクトース 6リン酸

フルクトース 1,6 ビスリン酸

グリセルアルデヒド 3リン酸

1,3 ビスホスホグリセリン酸

2ホスホグリセリン酸

ホスホエノールピルビン酸

ピルビン酸

3ホスホグリセリン酸

H＋H＋
H＋

H＋
H＋

H＋

H＋
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H2O

ピルビン酸

アセチル
CoA

オキザロ酢酸
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H＋H＋
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イソクエン酸

αケトグルタル酸

リンゴ酸

フマル酸

コハク酸
スクシニル CoA

アルギニン

カルバモイル
　　リン酸

フマル酸

オルニチン

シトルリン

アスパラギン酸

アルギニノコハク酸

尿素
NH3NH3

CO2

アミノ酸 タンパク質

NH3

炭水化物

H＋

ミトコンドリア
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