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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.
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