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研究成果の概要（和文）：低フォスファターゼ症（HPP)は組織非特異型アルカリフォスファターゼ（TNSALP）遺伝子上
の様々な突然変異に起因する先天性の代謝異常症で、骨や歯の広範囲な低石灰化を伴う。申請者は突然変異がTNSALP分
子に及ぼす影響を分子レベルや細胞レベルで解析を行った。検討したミスセンス突然変異：TNSALP(C201Y)、TNSALP(C4
89S)、TNSALP(G420S)、TNSALP(N417S)、TNSALP (P108L)、TNSALP(N430S)。その結果、それぞれの変異による劣性ある
いは優性遺伝するHPPの発症メカニズムを明らかにするとともに、本酵素の生理学的な重要性を示した。

研究成果の概要（英文）：Hypophosphatasia (HPP) is an inborn error of metabolism, characterized by 
hypomineralization of bone and teeth and a deficiency of tissue-nonspecific alkaline phosphatase 
(TNSALP). To date more than 300 mutations have been reported in the TNSALP gene worldwide. We 
investigated the effects of 6 independent missense mutations, which were found to be transmitted in a 
recessive or dominant way, on TNSALP in a molecular level. Our studies have revealed not only the 
molecular basis of HPP caused by each missense mutation, but also the physiological significance of 
TNSALP regarding to mineralization.

研究分野： 生化学
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１． 研究開始当初の背景 
低フォスファターゼ症（HPP）は組織非特異

型アルカリフォスファターゼ（TNSALP）遺伝

子上の突然変異が原因で起こる先天性の遺

伝疾患で、骨や歯の低石灰が主な症状である。

平成 28 年 3月現在、世界中で 305 例の変異

が報告されている稀な代謝異常疾患である。

ただし、原因遺伝子が特定されているにも係

わらず突然変異により TNSALP 分子がどのよ

うに影響を受けるのか、そして発症メカニズ

ムは多くの場合不明であった。 

 
 
２． 研究の目的 
長年筆者の研究室においては各突然変異に関

して野生型酵素と変異酵素を比較検討するこ

とで TNSALP に及ぼす変異の影響を解析して

きたが、本研究課題では劣性ないしは優性遺

伝する個別の HPP のうち、6つの遺伝子変異

に着目しその分子基盤を明らかにする目的で

一連の実験を行った：TNSALP (C201Y)、TNSALP 

(C289S)、TNSALP (G420S)、TNSALP (N417S)、

TNSALP (P108L)、TNSALP (N430S) 

 
 
３． 研究の方法 
（１）野生型 TNSALP の cDNA を鋳型にオリゴ

ヌクレオチドを用いた部位特異的な突然変

異法を用いて該当する変異酵素の cDNA をコ

ードするプラスミドを調製した。 

 

（2）野生型と変異型の酵素を一過性に COS1

細胞に発現した。 次に変異酵素の細胞内局

在については蛍光抗体を用いた形態学的な

手法で、酵素の性状に関しては酵素活性の定

量や SDS-電気泳動法を用いた生化学的解析

を併せて行った。 

 

（3）必要に応じて、変異酵素を誘導できる

Tet-On CHO細胞を樹立してより詳細な細胞生

物学的な検討を行った。 

 

 

４． 研究成果 

（1）TNSALP (C201Y)、TNSALP (C289S)：201

番目と289番目のシステインは単量体内で他

の2つのシステインといわゆる分子内ジスル

フィド結合を形成していることが知られて

いる。いずれのミスセンス変異（アミノ酸の

置換）においても 2か所のジスルフィド結合

の一方が阻害されることが推定されていた。

2つの変異酵素は発現したが、いずれも非常

に低い活性を呈するのみであり、また大部分

が小胞体に貯留することが判明した。この結

果はジスルフィド結合が TNSALP 分子の正常

な立体構造の獲得に関与し、それに伴い変異

酵素が本来の局在部位の細胞膜まで輸送さ

れないことを示している。実際、小胞体内に

貯留した変異酵素はユビキチンで修飾され

た後、プロテアソームで分解されることも明

らかにした。 

 

（2）TNSALP (G420S)：本変異酵素は活性を

全く失っていた。しかし、細胞膜表面に単量

体として存在することが判った。活性には 2

量体形成が必須であるので、このアミノ酸の

置換により単量体どうしが会合できなるこ

とが判った。また、野生型酵素と共発現する

ことにより野生型酵素の活性を抑制するド

ミナントネガティブな性質を有することか

ら優性遺伝と関係づけられた。 

 

(3) TNSALP (N417S)：上記の変異酵素と類似

した性質を示した。細胞表面に到達したが活

性のない単量体として存在し、またドミナン

トネガティブな性質を示した。Ｎ（アスパラ

ギン）と構造的に類似したアスパラギン酸、

グルタミン酸やグルタミンに置換しても活

性は回復しないことから417番目のＮは他の

アミノ酸に置き換えられない、サブユニット

会合に必須なアミノ酸であることが判った。 

 

（４）TNSALP (P108L)：上記 2例と同じく優



性遺伝する HPP で報告された変異であるが、

TNSALP の活性部位（100 番目のセリン）の近

傍に位置することが知られていた。変異部位

がサブユニットの会合部位とは離れている

にも係わらず、会合ができずに単量体として

のみ細胞膜に局在していた。やはりドミナン

トネガティブな性質を持つことから野生型

酵素の単量体と会合することでその活性を

阻害することが推定された。 

 

（５）TNSALP (N430S)：野生型は 430 番目の

Ｎが糖鎖により修飾されていることを明ら

かにしたうえで、本変異酵素は酵素活性を全

く失っていることを明らかにした。より詳し

い解析により、糖鎖の欠損自体により活性が

失われるのではなく、430 番目のＳがサブユ

ニットの会合を完全に抑制する結果を得た。

野生型酵素との共発現においてもドミナン

トネガティブな作用は確認されず、劣性遺伝

すると推定された。また、TNSALP の 5か所の

Ｎ結合糖鎖のコンセンサス配列のいずれも

が糖鎖で修飾されていること、そのいずれか

を単独で欠失させても TNSALP 分子の活性や

局在に影響を与えないことも併せて明らか

にした。さらに、包括的な糖鎖欠損実験を行

って、5か所のうちの 3か所（Ｎ230、Ｎ271，

Ｎ303）で糖鎖を同時に欠失する TNSALP 分子

は活性を全く失い、また小胞体に蓄積した結

果、細胞膜には出現しないことも明らかにし

た。従って 3つのＮ結合糖鎖は TNSALP の構

造と機能に密接に関係していると考えられ

た。 
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