
はじめに

フルクトースの代謝的特性

フルクトース過剰投与の臨床的知見

フルクトースとグリケーション
フルクトースは広く食品中に存在し，単糖として多

くの果実や野菜に含まれる．また，ショ糖の構成成分

として摂取され，小腸のスクラーゼによりグルコース

とフルクトースに過水分解され，吸収される．フルク

トースはグルコースに次いで多量に摂取される糖質

で，欧米では 1日当たりの摂取量は 50 gに及ぶとさ

れる．わが国でも食生活の欧米化やソフトドリンク摂

取増大に伴い，その摂取量の急速な増大が予想される．

フルクトースはグルコースとは異なったユニークな

代謝的特性を有し，主に肝臓に急速に取り込まれ，代

謝される．フルクトースはグルコース代謝のヘキソキ

ナーゼに比べ遥かに高い酵素活性を持つフルクトキナ

ーゼにより，フルクトース 1―リン酸へ変換された後，

フルクトース 1―リン酸アルドラーゼにより，グリセ

ルアルデヒドとジヒドロキシアセトンリン酸に分割さ

れ，トリオースを経て解糖系へ一気に流入する．この

経路はグルコース代謝の律速酵素であるフォスフォフ

ルクトキナーゼを迂回する．また，フルクトースの肝

臓への取り込みはインスリンによる制御を受けない．

フルクトースを大量に静脈投与すると，高尿酸血症

や高中性脂肪血症，血中乳酸値の上昇が引き起こされ

ることは以前から報告されている．また，筆者らが最

近開発したフルクトースの高精度測定法を用いると，

清涼飲料水ケトーシス患者では通常の糖尿病患者の約

10倍に達する高フルクトース血症が観察されており，

本症発症の機序や病態形成にフルクトース過剰摂取が

重要な役割を果たしていることが示唆される．実際，

本症では HbA1cが 15％以上などの異常高値となるこ

とが多く，われわれはこれはフルクトースによる糖化

亢進によるのではないかと考えている．

グリケーションは糖が開環状態のときのみに引き起

こされる．糖が水溶液中で開環する率は糖により大き

く異なる．フルクトースの開環率はグルコースの約

300倍であり，生体内においてグルコースに比べ極め

て高い糖化能を発揮することが予想される．Suarez

およびMcPhersonらの報告によると，フルクトース

の糖化力はグルコースに匹敵するもので，特に蛍光反

応産物の形成力はグルコースの約 10倍であった．こ

れらの結果は，アルブミンと糖を混ぜた液をインキュ

ベートする実験で容易に再現できる．糖尿病患者の眼

のレンズにはグルコースよりもフルクトースのほうが

多く含まれており，レンズ蛋白との後期メイラード反

応に関しては，グルコースよりも活発な反応を示すと

される．

フルクトースの蛋白への結合部位がグルコースと異

なるか否かについては不明な点が多い．ヒト血清アル

ブミンに関しては，両者の結合部位が異なるとの報告

がある．Zhaoらは β B2―クリスタリンについて，グル

コースとフルクトースの結合部位を electrospray ioni-

zation mass spectrometryを用いて比較検討し，13カ

所のリジン基のうち 8カ所は両者により共通に糖化を

受けるのに対し，3カ所はフルクトースに特異的であ

ることを報告した．彼らは，総じてみるとグルコース

とフルクトースの結合部位は共通していると結論づけ

たが，in vivo に関しては今後の検討課題とした．Shin

らは，生理的濃度のフルクトースによる蛋白質の急速

なクロスリンキングは Amadori変換に依存せず，む

しろフルクトース由来の 3―デオキシグルコソン（3―

DG）から派生したものであるとした．3―DGは ad-

vanced glycation endproducts（AGE）の強力な生成物質

として知られる．今日，糖尿病での眼レンズ中のフル

クトース 3―リン酸とフルクトース 3―リン酸由来の 3―

DGの増加が，レンズ蛋白の褐色変性や白内障発症の

促進に結びつくとの仮説が広く支持されるに至ってい

る．フルクトースはその代謝的特性よりトリオースリ
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糖尿病での血清および尿中フルクトース濃度 糖尿病での高フルクトース血症の病的意義

ン酸の蓄積を招き，メチルグリオキサール（MGO）と

いったさらに強力な AGEの生成物質の増大も誘発す

る．MGOは酸化作用や細胞に対するアポトーシス作

用が強いことでも知られるが，インスリン抵抗性状態

では解糖系から過剰に生成される可能性が理論的に指

摘されている．

従来の酵素法やガスクロマトグラフィ，ガスクロマ

トグラフィ／マススペクトロメトリー（GC／MS）法によ

るフルクトース測定では，糖尿病と非糖尿病患者の血

中濃度の間に有意な差は認められなかった．しかし，

これは測定精度が悪かったことによるもので，われわ

れが開発した高精度フルクトース測定法を用いると，

糖尿病では血清および尿中フルクトース値が著しく増

大していることが判明した．糖尿病群の早朝空腹時血

清フルクトース濃度は平均 12.0 µ mol／l であり，非糖

尿病群（7.7 µ mol／l）や健常者群（8.1 µ mol／l）に比べ，

有意に高値であった．また，フルクトース 1日尿中排

泄量でも糖尿病群は 127.8 µ mol／日と，非糖尿病群

37.7 µ mol／日に比べ有意に高値であり，フルクトース

の産生亢進が示唆された．この高フルクトース血症は

治療による血糖降下に週単位で速やかに反応し，減少

することも観察された．

われわれの開発した測定法は，内部標識として13C6―

フルクトースを用い，順相クロマトグラフィに展開後，

乾燥処理検体に，O―エチルヒドロキシルアミンを加

えてオキシム化，さらにアセチル化し，GC／MSへと

展開する．13C6―フルクトースの使用と，順相クロマト

グラフィによる前処理により，極めて精度の高い測定

が可能となった．

血清フルクトース濃度は血糖値の約 1／500と微量で

あるが，糖尿病では病態に応じて正常の数倍に増加を

示す例が多く，その高い糖化能からみても，グルコー

スによるグリケーションに十分な相加，相乗効果を及

ぼし得ると考えられる．既にわれわれは 2型糖尿病で

の特に食後血漿フルクトース値の増大が，合併症特に

網膜症の有病率をさらに増大させることを報告した．

糖尿病での血清フルクトース濃度増加の機序として

は，肝臓でのフルクトース代謝の障害や，肝細胞や脂

肪細胞でのフルクトース輸送系の障害，ポリオール経

路の活性化が考えられる．われわれは通常の 75 g経

口ブドウ糖負荷試験時に，血糖値増加に 30分以上の

遅れをもって血漿フルクトース値が有意な増大を示す

ことを認め，内因性のフルクトース合成増大の可能性

を確認している．なお，フルクトース摂取と糖尿病発

症の関連についてのヒト疫学研究の結果は一致してい

ない．フルクトースやショ糖の摂取は 2型糖尿病発症

Fig. 1 フルクトースの代謝と AGE前駆物質との関係
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まとめ

を増加させないとの報告がある一方，糖質を含む飲料

水摂取が多い群ほど肥満児の割合が増加し，糖尿病の

リスクが増すとの報告もある．観察期間の限度や観察

期間以前の食習慣，遺伝的要因，摂取量の評価方法の

限界など多くの制約があるためと思われる．短期的な

観察ではフルクトースはグルコースや澱粉質に比べて

摂取後の血糖値上昇が少ないことや，フルクトース摂

取量は HbA1cにさほど影響しないことも報告されて

いる．

フルクトースは 1日摂取量も多く，糖尿病の病態や

その合併症の成立にさまざまな影響を与えることが予

想されるが，その代謝や体内動態には不明な点が多い．

糖尿病での食後血漿フルクトース値の増大が，最近判

明しつつある糖尿病でのMGOなどの著増と，どのよ

うな関連があり合併症の進展にどの程度寄与するか，

今後の重要な検討課題である．同等の血糖コントロー

ル下での糖尿病合併症の重症度の差異を説明する一助

ともなるであろう．
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