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学位論文内容の要旨 

 

博士の専攻分野の名称  博士 (歯学)  氏名 工藤 智也 

学位論文題名 

骨芽細胞様細胞(MC3T3-E1)の thapsigargin 感受性 Ca 依存 ATPase の分離 

 

【緒言】骨基質へのカルシウムの輸送に関しては、形質膜に存在する

Ca-ATPase を候補とする報告があり、多くの場合その性質から plasma 

membrane calcium ATPase (PMCA)であると推測される。PMCA は活性の至適

pH が中性であること、ATP の加水分解の過程でリン酸化反応中間体を形成する

P 型 ATPase であり vanadate により阻害されるという特徴がある。PMCA と

類似した性質の Ca-ATPase に sarco-endoplasmic reticulum calcium ATPase 

(SERCA)がある。PMCA と SERCA は低濃度の Ca で活性が飽和するため石灰

化部位への Ca 輸送には不適と考えられる。 

 近年、骨形成部位あるいは骨芽細胞様細胞であるMC3T3-E1細胞（E1細胞）

にアルカリ側に至適 pH をもつ Ca 依存 ATPase （Ca-ATPase）や Mg 依存

ATPase （Mg-ATPase）の存在が報告されている。この Ca-ATPase は活性発

現に数 mM の Ca を必要とすることから、石灰化部位での Ca 輸送という点では

PMCA や SERCA よりも適していると考えられる。しかし、これら ATPase の

詳細な酵素学的な性質や石灰化の過程における役割に関しては不明な点が多い。 

 E1 細胞は硬組織形成機構の研究に広く用いられる細胞である。そこで、E1

細胞のアルカリ性至適 pH の Ca-ATPase の基本的な性質を調べて精製を進め、

存在部位及び Mg-ATPase との相違を明らかにすること、石灰化への関与を調べ

るために必要となる阻害剤について検討することを目的に本研究を行った。 

 

【材料及び方法】E1 細胞を培養しコンフルエント後 4 週で回収して細胞破砕

物を作成した。次に、2 段階の遠心分離により microsome 分画としたのち、

sodium dodecyl sulfate (SDS)を添加して可溶化した後、グリセロールの密度勾

配遠心を行って精製した。各 ATPase 活性の測定は、 ATP の加水分解の結果得

られる無機リン量を Cifflet 法に従って定量することにより計測した。石灰化に

対する効果を検出することを目的に thapsigargin 存在下で、E1 細胞を培養し



た。 

 

【結果と考察】細胞破砕物における各 ATPase の pH 依存性を測定した結果，

PMCA の至適 pH は 7.7～7.9、Ca-ATPase の至適 pH は 9.6 (Ca-P1)と 10.8 

(Ca-P2)の 2 相性を示し、Mg-ATPase は 9.6 (Mg-P1)が主で pH 11.1 (Mg-P2)

にわずかな活性を示した。Mg-P1 は Ca-P1 及び P-2 より 4 倍以上高い活性を示

した。Ca-P1、Ca-P2 及び Mg-P1 は２価金属のキレーターである EDTA 存在下

で濃度依存的に活性が減少することから２価金属要求性であり、levamisole 存

在下でも有意な活性の低下は認められないことからアルカリ性ホスファターゼ

が示す活性ではなく、PMCA の阻害剤である vanadate 存在下でも活性は影響

を受けないことから P 型 ATPase ではないと考えられる。一方、予想に反して

SERCA の特異的阻害剤とされている thapsigargin により阻害された。 

 そこで、これらの特徴を指標に細胞破砕物から microsome を調整して、そ

の Ca-ATPase、Mg-ATPase 活性の pH 依存性および各種阻害剤による影響を測

定した。PMCA と SERCA は microsome 分画に存在した。Ca-ATPase は、Ca-P1

の活性が低下し、その 5 倍の Ca-P2 活性が pH 10.8 で検出された。Mg-ATPase

は、Mg-P1 の活性は残ったが、Ca-P2 との相対的な差は小さくなった。Ca-P2

及び Mg-P1 活性は細胞破砕物での結果と同様に EDTA に対する反応性から 2

価金属要求性であり、vanadate 存在下でも抑制されないことから P 型 ATPase

ではなく、thapsigargin により阻害されることを確認した。1 つの酵素が Ca と

Mg どちらによっても活性化されるため、見かけ上 Ca あるいは Mg -ATPase が

存在する可能性もあるため、その可能性を検討した。まず、F1-ATPase の阻害

剤である azide の作用を調べたところ、Mg-P1 のみ濃度依存性に活性が阻害さ

れ Ca-P2 は阻害されなかった。次に、Ca-P2 活性に対する Mg の作用を調べた

ところ Mg 濃度依存性に活性が減少し、逆に Mg-P1 活性を Ca は濃度依存性に

阻害した。これらの結果から、Ca-P2 と Mg-P1 は異なる酵素であると結論した。 

 さらに精製を進めるため、SDS を添加して microsome タンパク質を可溶化

したのち、グリセロール密度勾配遠心を行った。上清を上から 14 等分して回収

し、各層の Ca 及び Mg-ATPase 活性を測定した。上層から 1,2 番目の層に

Ca-ATPase 活性（おそらく Ca-P2）が高く認められた。Mg-ATPase 活性（お

そらく Mg-P1）も同じ層に認められたが、microsome での活性と比較すると全

体的に顕著に低下した。Mg-ATPase 活性は SDS による可溶化のステップで失

活したものと考えられる。14 番目にも若干の活性が認められたが、これは回収

時に上の層から落ちてしまった部分と考えられた。Mg-ATPase 活性も

Ca-ATPase と同じフラクションに回収され、完全に分離することはできなかっ

たが、Ca-ATPase は Mg-ATPase 活性の 3 倍以上となり、Mg-ATPase 活性の影



響を軽減して、Ca-ATPase の酵素学的な解析を行えるところまで、部分精製を

行うことができた。ただし、収量が低いため、多くの酵素量を必要とする場合

にはさらに精製法を検討する必要がある。 

 E-1 細胞は長期培養により石灰化を観察できる細胞である。そこで、今回測

定した Ca-ATPase 活性の石灰化における役割を明らかにすることを目的に、活

性を阻害する thapsigargin を添加して E1 細胞の培養を行った。顕著な

Ca-ATPase 活性の阻害効果の認められた 25 および 50 μM となるように

medium を調整し、コンフルエント後から培養を行ったが, 培養開始３日後から

細胞が剥離し始め、石灰化まで培養を続けることができなかった。Thapsigargin

は小胞体ストレスによるアポトーシスを誘導することが知られており、アポト

ーシスが原因と推測される。今回の実験では Ca-ATPase と石灰化との関連を明

らかすることはできなかったが、より低濃度の thapsigargin を使用することに

より解決できる可能性がある。  

【結論】E1 細胞に存在するアルカリ性至適 pH の Ca-ATPase は Mg-ATPase

とは異なることを明らかにした。また、Ca-ATPase を酵素学的な性質を測定で

きるところまで、部分精製した。さらに、Ca-ATPase は P 型 ATPase ではなく、

SERCA の特異的な阻害剤とされる thapsigargin により阻害されること、同時

に測定を行った Mg-ATPase も thapsigargin により阻害されることを明らかに

した。 

 

 


