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211北海道歯誌　38：211─ 218，2018．

原　著

ビスホスホネートと２価金属イオンとの拮抗による
アルカリ性ホスファターゼ活性の阻害

三上　　翔1）　　鈴木　邦明2）　　島田　英知1）　　吉村　善隆2）

南川　　元2）　　山崎　　裕1）

抄　録：ビスホスホネート（BP）によるALP活性抑制の報告があるが，その機構は不明な点が多い．そこで，
ヒト組織非特異型ALP（骨型，肝臓型），及び組織特異型ALP（胎盤型）とマウス由来骨芽細胞様細胞である
MC3T3-E1細胞のALPに対する，窒素非含有型のclodronate，窒素含有型のrisedronate及びalendronateによるALP
活性の阻害機構を検討した．Mg，Zn及びCa存在下の活性を，それぞれ，Mg-ALP，Zn-ALP及びCa-ALPとし，基
質としてパラニトロフェニルリン酸（pNPP）あるいは無機ピロリン酸（PPi）を使用した．pNPPを基質とした
骨型及び肝臓型の各ALP活性はclodronate，risedronate及びalendronateの濃度に依存して抑制された．Mg-ALP
では，各BPとMgとの拮抗が見られたが，Zn-及びCa-ALP活性におけるBPとZn及びCaとの拮抗は，Mg-ALPほ
ど顕著ではなかった．また，clodronateと比較してrisedronate及びalendronateのほうが強いMg-ALP抑制作用を
示し，阻害作用は窒素非含有型と比較して窒素含有型BPのほうが強いことが示唆された． PPiを基質とすると，
clodronateはMC3T3-E1及びヒト胎盤型ALPのCa-ALP活性を，Caと拮抗して濃度依存性に抑制した．P-C-P結合
を持つBPがP-O-P結合を持つ基質と拮抗する可能性を考えて，骨型及び肝臓型ALPを使用して，Mg-，Zn-及びCa-
ALP活性のpNPP濃度依存性に対するclodronate，risedronate及びalendronateの影響を検討した．BPは濃度に依
存して最大活性を抑制したがpNPPによる50％活性化濃度には顕著な影響を与えず，BPはALPの基質であるpNPP
とは拮抗しないことを示唆した．以上の結果は，BPはALPの種類，基質，活性化する２価金属の種類に関係なく，
２価金属イオンとの拮抗によりALP活性を阻害し，その作用は窒素含有型が非含有型と比較して強いことを示唆
した．

キーワード： ビスホスホネート，アルカリ性ホスファターゼ，パラニトロフェニルリン酸，ピロリン酸，２価金属
イオン

緒　　　　　言

　アルカリ性ホスファターゼ（ALP）は，種々のリン酸
エステル化合物を基質とし，アルカリ性環境下で無機リン
酸を遊離させるリン酸エステラーゼであり，活性発現に亜
鉛を必要とする亜鉛酵素である1，2）．ALPは全身に広く分
布しており，ヒトのALPアイソザイムは遺伝子レベルで
異なる組織非特異型（骨，肝臓，腎臓型など），小腸型，
胎盤型，胚細胞型の４種に分類され1，2），いずれもZn2+

（Zn）の結合部位が２個（M1，M2）と，Mg2+（Mg）の
結合部位が１個（M3）及びCa2+（Ca）の結合部位が１個

（M4）を有する3）．
　ヒト骨型ALPは硬組織石灰化に関与し，ハイドロキシ

アパタイト形成を抑制する無機ピロリン酸（PPi）を加水
分解して，無機リン酸（Pi）を供給することによって石灰
化を促進する1，2，4，5）．骨型ALPにおいてはPPiが生理的
な基質と推測されているが不明な点も多く6-8），in vitroで
のALP活性測定においては，どのタイプのALPも共通し
て高い親和性で加水分解することから，生体内には存在し
ないパラニトロフェニルリン酸（pNPP）が基質として頻
用されている．
　近年の報告では，M1，M2及びM3は基質の加水分解に
直接関与すること，M4は活性には関与しないが，Caは
Mgの代わりにM3に結合して活性に関与しうることが明ら
かにされた9）．また，ZnもM3に結合することができるが，
Mgの代わりに機能することはできず，M3に結合したZn

1）〒060-8586　札幌市北区北13条西７丁目
北海道大学大学院歯学研究院　口腔健康科学分野　高齢者歯科学教室（主任：山崎　裕　教授）
2）〒060-8586　札幌市北区北13条西７丁目
北海道大学大学院歯学研究院　口腔病態学分野　細胞分子薬理学教室（主任：鈴木　邦明　特任教授）
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はALP活性を低下させるという報告もある9-11）．さらに，
アミノ酸配列の比較から，胎盤型ALPのイオン結合部位
は他のヒトアイソザイムにおいても保持されていると推測
された3，12）．半谷らは，Mg，CaあるいはZnのALP活性に
対する作用を検討した結果，各イオンは独立してALP活
性を発現し，MgとZnあるいはCaとZnが共存すると活性
は相加的に増加するが，CaとMgの共存では活性は相加的
にはならないことを報告した11）．
　ALPには骨吸収抑制薬のビスホスホネート（BP）によ
る活性抑制の報告がある13-17）．BPは，石灰化の生理的な
抑制物質でありALPの基質でもあるPPiの，リン酸エステ
ル結合（P-O-P結合）の酸素原子が炭素に置き換わった基
本構造（P-C-P結合）を持つ．BPは骨芽細胞のマーカー酵
素であるALP活性を抑制することから，ALP活性の阻害に
よる骨形成の抑制がリモデリングに影響を与えて，骨吸収
を抑制する可能性も示唆されている．BPによるALP活性の
抑制は，BPのキレート作用によりALP活性発現に必要な
Mgが減少することによるとする説があり1，18），Rezende
は，窒素含有型のBPはMgやZnをキレートすることによ
りALP活性を抑制すると報告している18）．また，島田ら
はMg，Zn及びCaで活性化したヒト骨型ALPのetidronate
による阻害を解析した．その結果，pNPPを基質とすると
etidronateはMgと拮抗したがCa及びZnとは顕著な拮抗阻
害は示さず，PPiを基質とすると，Mg，Zn及びCaとの拮
抗傾向を示したが，pNPPを基質とした際のMgとの拮抗
ほど顕著な拮抗ではなかったと報告した17）．これらの結果
は，２価金属イオンとの拮抗によるetidronateの骨型ALP
活性の阻害は，基質によっても影響されることを示唆した．
　これらの背景から，本研究は，BPによるALP活性の
抑制機構を明らかにすることを目的に行った．酵素とし
てヒト骨型，肝臓型，胎盤型及びマウス骨芽細胞様細胞

（MC3T3-E1）のALPを使用し，基質としてPPiあるいは
pNPP，２価金属としてMg，CaあるいはZnを使用して
ALP活性を測定し，窒素非含有型BPであるclodronate及
び窒素含有型BPであるrisedronate，alendronateの作用を
検討した．

材 料 と 方 法

１．ALP活性測定19-21）

　各種ALP，種々濃度のMgCl2，CaCl2あるいはZnSO4，25 
mM sucrose，pH 9.86の50 mM炭酸緩衝溶液あるいはpH 
9.43の50 mMトリス塩酸緩衝液を含む反応液250 μl中に，
基質として最終濃度が2 mMのpNPPあるいは5 mMのNa-
PPiを50 μl添加して反応を開始した．37℃で60分間反応さ
せた後に，300 μlの20 mM EDTA-trisを加えて反応を停
止した．酵素反応の分解産物である無機リン酸をChifflet
法22）でモリブデンリンとして発色させた後，吸光度を

HITACHI U-2000分光光度計を用いて850 nmで定量して
ALP活性を算出した．反応開始前に，20 mMのEDTAを
添加した反応液から測定される吸光度は，バックグラウン
ド値として各測定値から差し引いた．
　ALPとしては，ヒトALP各種アイソザイム（骨型，肝臓
型及び胎盤型）及びマウス骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）
のALPを使用した．MgCl2，CaCl2あるいはZnSO4存在下
の活性を，それぞれMg-ALP，Ca-ALP，Zn-ALPとした．
ALP活性の２価金属イオン濃度依存性の実験では，各図
及び表に記載した濃度のMgCl2，CaCl2あるいはZnSO4を
反応液に添加した．基質濃度依存性の実験では，各図及
び表に記載した最終濃度のpNPPあるいはNa-PPiを添加し
て活性を測定した．ビスホスホネート薬の阻害を測定す
る実験では，上記の反応液に各図及び表に記載した濃度
のclodronate，risedronateまたはalendronateを添加して
反応を行った．遊離2価金属イオン濃度の計算は，反応液
に1 mMとなるEGTA（ethylene glycol bis (2-aminoethyl 
ether) tetraacetic acid）を添加し，EGTAと２価金属イオ
ンの結合定数から行った．

２．試薬
　ヒト由来の各種ALPはCALZYME（San Luis Obispo, CA）
から，各種BPは東京化成（東京）から，pNPPは4-Nitrophenyl 
phosphate di (tris) saltとしてSigma-Aldrich（St. Louis, MO）
から，Na-PPiはピロリン酸十水和物として和光純薬工業

（大阪）から購入した．その他の試薬は特級あるいは生化
学用を使用した．

３．データ処理
　一つの測定条件に対してtriplicateで測定した平均値と標
準偏差を結果に示した．多くの測定点では標準偏差はシン
ボルの大きさの範囲に含まれた．

結　　　　　果

１．pNPPを基質としたALP活性のBPによる阻害作用に対
する遊離２価金属イオンの影響

　ALP活性のBPによる阻害が，BPと２価金属イオンとの
拮抗によるものかを検討するための実験を行った．まず，
ヒト骨型ALPを用い，pNPPを基質としてclodronateの濃
度依存性を検討した．種々濃度の遊離Mg存在下の活性を
Mg-ALP（図１Ａ），Zn存在下でのALP活性をZn-ALP （図
１Ｂ），Ca存在下の活性をCa-ALP（図１Ｃ）とした．各
ALP活性はclodronateの濃度に依存して減少し，Mg-ALP
では存在するMgの濃度が増加すると，活性阻害にはよ
り高濃度のclodronateを必要とした（図１Ａ）．各グラフ
の測定値から，Hillプロットによりclodronateによる50%
阻害濃度（IC50）の計算結果を表１Ａに示す．Mg-ALPで

212
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は，Mg濃度の増加に伴い，IC50は増加したが，Zn-ALPと
Ca-ALPでは，Zn及びCa濃度の増加に伴うIC50の変化は顕
著ではなかった．同様の実験をヒト肝臓型ALPを使用し
て行った結果から得られたIC50の変化を表１Ｂに示す．骨
型ALPと同様に，Mg-ALPでは，Mg濃度の増加に伴い，
IC50は増加したが，Ca-ALPでは，Ca濃度の増加に伴うIC50

の変化は顕著ではなかった．

図１　pNPPを基質としたALP活性のclodronate濃度依存性に
対する遊離２価金属イオンの影響

　ALP活性測定は材料と方法に記載した方法で行い，ALPは
ヒト骨型を使用した．２価金属イオンとして，Ａでは，最終
濃度が1 mM（△），2 mM（□），3 mM（○），4 mM（▲）
となるMgCl2を，Ｂでは0.77 pM（△），12.6 nM（□）となる
ZnSO4を，Ｃでは100 nM（△），2 mM（□）となるCaCl2を加
えた．一つの測定条件に対してtriplicateで測定した平均値と標
準偏差を結果に示した．多くの測定点では標準偏差はシンボル
の大きさの範囲に含まれた．

　上記と同様の実験を，ヒト骨型及び肝臓型ALPを使用し
てrisedronateで行った結果を表１Ｃ及び１Ｄに，alendronate
を使用して行った結果を表１Ｅ及び１Ｆに示した．いず
れの結果も，Mg-ALPでは，Mg濃度の増加に伴い，IC50は

表１Ａ　ヒト骨型ALPのpNPP分解における50 % clodronate阻
害濃度

表１Ｂ　ヒト肝臓型ALPのpNPP分解における50 % clodronate
阻害濃度

表１Ｃ　ヒト骨型ALPのpNPP分解における50 % risedronate
阻害濃度

表１Ｄ　ヒト肝臓型ALPのpNPP分解における50 % risedronate
阻害濃度

表１Ｅ　ヒト骨型ALPのpNPP分解における50 % alendronate
阻害濃度

表１Ｆ　ヒト肝臓型ALPのpNPP分解における50 % alendronate
阻害濃度
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増加した．Zn-ALPでも，Zn濃度の増加に伴いrisedronate 
あるいはalendronateによるIC50値は増加した．一方，Ca-
ALPでは，Ca濃度の増加に伴うrisedronate のIC50値は増
加したが，alendronateによるIC50値は増加しなかった．

２．PPiを基質としたCa-ALP活性の，clodronateによる阻
害作用に対するCa濃度の影響

　pNPPを基質としたCa-ALP活性では，clodronateによる
Caとの拮抗は顕著ではなかった．そこで，骨型ALPの生
理的な基質とされるPPiを使用し，骨芽細胞様細胞である
MC3T3-E1のALPを使用して，活性のclodronateによる阻
害に対するCa濃度の影響を測定した（図２Ａ）．活性は低
濃度のclodronate存在下で軽度に増加したのち最大となり，
さらに高濃度のclodronateでは濃度に依存して抑制された．
共存するCa濃度が高いと，活性抑制には，より高濃度の
clodronateを必要とした．測定値から計算したclodronateに
よるIC50値を表２に示した．Ca濃度の増加に伴いIC50値は
増加した．ヒト胎盤型ALPを使用して同様の実験を行った
結果を，図２ｂに示す．MC3T3-E1細胞のALPと比較して

図２　PPiを基質としたALP活性のclodronate濃度依存性に対
する遊離Ca濃度の影響

　ALP活性測定は材料と方法に記載した方法で行った．Ａで
はMC3T3-E1細胞のALPを，Ｂではヒト胎盤型ALPを使用し
た．基質にはPPiを使用し，Ca濃度は，Ａでは，最終濃度が
100 nM（△），1 mM（□），2 mM（○），3 mM（▲），4mM

（▲），Ｂでは1 mM（△），2 mM（□），3 mM（○），4 mM（▲），
5 mM（■）とした．

低濃度clodronate存在下での活性の上昇は顕著であり，最
大活性を示したのち，より高濃度のclodronateでは濃度依
存的に活性が低下した．低濃度 clodronateでの活性の増加
は遊離Ca濃度が高いほど顕著であり，高濃度clodronateで
の活性の減少は，存在する遊離Ca濃度が高いほどより高濃
度のclodronateを必要とした（図２Ｂ）．

表２　PPi分解における50 % clodronate阻害濃度

３．ALP活性のpNPP濃度依存性に対するBPの影響
　ALP活性のBPによる阻害が，pNPPとの拮抗である可
能性を検討するために，ヒト骨型ALPによるMg-ALP，
Zn-ALP及 びCa-ALP活 性 のpNPP濃 度 依 存 性 に 対 す る
clodronateの影響を検討した（図３-Ａ，Ｂ，Ｃ）．Mg-

表３Ａ　ヒト骨型ALP活性のpNPP濃度依存性に対するclodronate
の影響

表３Ｂ　ヒト骨型ALP活性のpNPP濃度依存性に対するrisedronate
の影響

表３Ｃ　ヒト肝臓型ALP活性のpNPP濃度依存性に対するrisedronate
の影響

表３Ｄ　ヒト骨型ALP活性のpNPP濃度依存性に対するalendronate
の影響
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図３　ヒト骨型ALP活性のpNPP濃度依存性に対するclodronate
の影響

　ALP活性測定は材料と方法に記載した方法で行い，基質に
pNPPを使用した．Ａでは遊離Mg濃度を1 mM，Ｂでは遊離Zn
濃度を0.77 pM，Ｃでは遊離Ca濃度を100 nMとした．添加した
clodronate濃度は，Ａでは0（△），0.5（□），1（○），1.25（▲）及
び1.5 mM（■），Ｂでは0（△），0.063（□），0.25（○）及び0.5 
mM（▲），Ｃでは0（△），0.01（□）及び0.05 mM（○）とし，
ALP活性のpNPP濃度依存性に対するclodronateの影響を測定した．

表３Ｅ　ヒト肝臓型ALP活性のpNPP濃度依存性に対するalendronate
の影響

ALP活性はpNPP濃度に依存して増加し最大値を示した
が（図３Ａ），共存するclodronate濃度の増加に伴い最大
活性は低下した．Zn-ALP（図３Ｂ）及びCa-ALP活性（図
３Ｃ）でも同様の結果を示した．それぞれの実験から，
pNPPの50%活性化濃度（K0.5）を計算した結果を表３Ａ
に 示 す．Mg-ALP，Zn-ALP及 びCa-ALP活 性 い ず れ も，
clodronate濃度の増加に伴うK0.5値の顕著な変化は認めら
れなかった．
　同様の実験を，骨型ALP及び肝臓型ALPを使用してrisedronate
を添加して行った結果を表３Ｂ及び３Ｃに，alendronateを添加
して行った結果を表３Ｄ及び３Ｅに示した．いずれの結果に
おいても，risedronateあるいはalendronate濃度の増加に伴う
pNPPのK0.5値の顕著な変化は認められなかった．

考　　　　　察

　ヒトのALPはモノマーあたりZnの結合部位を２個（M1, 
M2）と，Mg1個（M3）及びCa1個（M4）を持つ3）．M1, 
M2に結合したZnと，M3に結合したMgはALPの基質加水
分解の反応過程で連続して基質と結合して反応に関与す
る．一方，M4に結合したCaはALPの構造の安定化に寄与
して酵素反応には関与しないとされている3）．また，M3
へCaが結合するとMgの代わりにALP反応に関与すること
が可能であるが，M3へZnが結合するとALP活性を抑制す
ることが報告されている23）．これらの結果より，本研究に
おけるMg-ALPとCa-ALP活性はM3に結合したMgとCaに
よる活性であり，Zn-ALPはM1及びM2に結合したZnによ
るALP活性であると考えられる．
　ALPの生体内に存在する基質として考えられるのは，
PPi，ピリドキサールリン酸（PLP），ホスホエタノールア
ミン（PEA），ATP，リポポリサッカライド（LPS），リ
ン酸化オステオポンチンなどであるが1，4），ALPアイソザ
イムによる基質特異性は低いとされている15）．その中で骨
型と肝臓型を含む組織非特異型ALPの基質として，PPi，
PLP及びPEAは臨床試験の血漿レベルの上昇により有力
視されているが6-8），未解明な点も多い．著者らは予備実
験として，PPiを基質とした種々条件下のALP活性測定を
行った．その結果， PPiを基質とした場合，２価金属イオ
ンのわずかな濃度差によるALPの不活化や，酵素溶液の
白濁により吸光度測定が妨害されるなどの現象を経験し， 
in vitroでのすべての実験においてPPiを基質とすることは
困難であった．また一般に，in vitroでのALP活性測定に
おいては，どのタイプのALPも共通して高い親和性で加
水分解することから，生体内には存在しないpNPPが頻用
されている．そこで，本研究では，ALP各種アイソザイ
ムの活性測定に基質としてpNPP及びPPiを使用した．
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１．pNPPを基質とした，BPの２価金属イオンとの拮抗
によるALP活性抑制

　ALPは，２価金属イオンのキレーターであるEDTAや
EGTAにより拮抗阻害を受ける8，10）ほか，窒素含有型BP
が活性中心のZn及びMgをキレートして拮抗阻害するこ
とが報告されている13）．また，島田らは，Mg，Zn及び
Caで活性化したヒト骨型ALPに対する窒素非含有型BP
のetidironateによる阻害を解析し，pNPPを基質とすると
etidronateはMgと拮抗し，PPiを基質とすると，Mg，Zn
及びCaとの拮抗傾向を示すことを見出した17）．本研究に
おいて，pNPPを基質としたヒト骨型及び肝臓型ALPは，
窒素非含有型のclodronate，及び窒素含有型のrisedronate
及びalendronateによりいずれもMgとの拮抗により阻害さ
れた（図１-Ａ，Ｂ，Ｃ，表１Ａ-Ｆ）．ALPの活性中心に
pNPPが結合することで，M3のMg結合部位がBPに接近し，
Mgがキレートされやすい状態となることを示唆する．ま
た，この阻害の様式は骨型，肝臓型両アイソザイム間に顕
著な差はなかった．一方，clodronateと比較してrisedronate
及びalendronateは強いMg-ALP抑制作用を示した．一般に
BPの分子骨格には側鎖（R1，R2）があり，R1側鎖は骨基
質との親和性に，R2側鎖は骨吸収能に影響するとされて
いる24-26）．clodronateはR1側鎖にCl基を，risedronate及び
alendronateはいずれもOH基を持つが，R1にOH基を持つも
のは骨基質に対する結合能が高い24-26）．また，窒素非含有
型のclodronateに比べて窒素含有型BPであるrisedronate
及びalendronateのR2側鎖は長いことから，ALPの２価金
属イオン結合部位との構造的な位置関係がキレートに有利
である可能性もあり，BPの分子構造が２価金属イオンを
キレートする強さにも影響すると考えられる．

２．PPiを基質とした，BPのCaとの拮抗によるALP活性
抑制

　生体内に投与されたBPは骨塩基に局在し，吸収窩での濃
度はmMレベルに達するとされている27）．骨塩基の周囲は
Caが豊富な環境であることから，生体内でCa-ALPがBPに
よってキレートされる可能性を考えた．生理的基質として
有力視されているPPiを基質として用い，BPにはclodronate
を選択して実験を行った．マウス由来の骨芽細胞様細胞で
あるMC3T3-E1細胞のALPを用いたところ，clodronateは
Caと拮抗傾向を示した（図２Ａ，表２）．PPiはヒト由来の
組織非特異型ALPの生理的基質とされているが，組織特異
型のヒト胎盤型でも同様の傾向を示した（図２Ｂ）．また両
アイソザイムとも，ALP活性は低濃度のclodronateで上昇
し，最大活性に達したのちに抑制を受けた（図２-Ａ，Ｂ）．
亜鉛酵素とも呼ばれるALPの活性にはZnの存在が必須であ
るとされている1，2）．そのため，Mg-ALPとCa-ALP活性は，
M3に結合したMgとCaのみならず，内在性にALPに結合
したZnが必要であり，Zn-ALP活性にはM3に結合する内在

性のMgあるいはCaの存在が必須である．本研究において
は，M3に結合したZnがALP活性を抑制する報告9-11）もあ
ることから，M3に結合した，添加したCaの余剰分やALP
内在性のZnが，低濃度clodronateによってキレートされる
ことでALP活性が上昇し，さらに高濃度のclodronateでは
M3に結合したCaがキレートされて活性が低下したと考え
られる．また，CaはM3に結合した場合のみ活性発現に関
与する9）ことから，pNPPを基質とした際の結果と同様に，
PPiの活性中心における結合により，M3のCa結合部位もま
たBPに近接することが示唆される．基質がpNPPであるか
PPiかに関わらずclodronateはCa-ALP活性を抑制するという
結果は，基質の種類にかかわらずclodronateによるCaのキ
レートのされやすさには大きな影響を与えない，すなわち
clodronateとM3のCa結合部位との立体配置の関係には大き
な影響を与えないことを示唆する．

３．ALP活性抑制においてBPと基質は拮抗しない
　ALPは活性中心に結合した基質のリン酸エステル結合
を加水分解することにより，無機リン酸を生成する1，2）． 
ALPはBPを加水分解しないことから，基質とBPが拮抗し
ていれば，BPが基質の代わりに活性中心に結合している
可能性が考えられる．
　pNPPを基質として，ヒト骨型及び肝臓型ALP活性の
pNPP濃 度 依 存 性 に 対 す るclodronate, risedronate及 び
alendronateの作用を調べた．両アイソザイムはいずれの
２価金属イオン存在下でも，全てのBP濃度に依存して
ALP活性が低下したが，pNPP のK0.5には顕著な影響を与
えなかった（図３-Ａ，Ｂ，Ｃ，表３Ａ-Ｅ）．したがって
各種BPによるALP活性阻害は活性中心におけるpNPPとの
拮抗ではないと考えられる．pNPPが基質の際，各種BPは
Mgと拮抗したので（図１Ａ，表１Ａ-Ｆ），Mg-ALPの場
合は添加したMgとBPの拮抗阻害が示唆される．

結　　　　　論

　BPは２価金属イオンとの拮抗によりALP活性を阻害し，
その作用は窒素含有型が非含有型と比較して強いこと，そ
の作用に対するALPの種類，基質，活性化する２価金属の
種類ごとの組み合わせによる特異性は低いことが示唆され
た．また，過剰の２価金属イオンによって阻害されたALP
活性が，低濃度のBPによる２価金属イオンのキレート作
用によって再活性化される可能性も示唆された．
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ORIGINAL

Inhibition of alkaline phosphatase activity by competition between
bisphosphonates and divalent metal ions

Sho Mikami1), Kuniaki Suzuki2), Hidetomo Shimada1), Yoshitaka Yoshimura2),
Hajime Minamikawa2) and Yutaka Yamazaki1)

ABSTRACT : Recent investigations have demonstrated that bisphosphonate (BP) inhibits ALP activities, but there are still 
many points that remain uncovered. We tested the inhibitions of human bone, placental, and liver type ALP activity in 
the presence of Mg, Zn and Ca (as Mg, Zn, and Ca-ALP respectively), with paranitrophenyl phosphate (pNPP) or inorganic 
pyrophosphate (PPi) as substrates, using various BPs: non- nitrogen-containing BP clodronate and nitrogen-containing BP 
risedronate and alendronate for inhibitors. Using pNPP as a substrate, the relationship between the effects of clodronate, 
risedronate or alendronate on bone or liver Mg, Zn and Ca-ALP activities, and the concentrations of coexisting Mg, Zn and 
Ca were examined. Mg, Zn, and Ca-ALP activities of both isozymes decreased to the concentration dependency of each 
BP ; this was required as higher concentrations of BPs as the coexisting Mg concentration was higher for the suppression 
of Mg-ALP activity by BPs. In addition, risedronate and alendronate showed stronger Mg-ALP inhibitory action compared 
with clodronate. These results suggest that BP inhibits human bone and liver Mg-ALP activity competitively with Mg. 
Also, the strength of the inhibition by nitrogen-containing BPs are stronger than those of non-nitrogen-containing BPs. 
For Zn and Ca-ALP activities, BPs also showed a tendency of competition with Zn or Ca, but not as significant as Mg. 
Clodronate suppressed the Ca-ALP activities of MC3T3-E1 and human placental ALP using PPi as substrates, to the 
concentration dependency competitively with Ca. Considering the possibility that BP with a P-C-P structure might 
compete with the substrates containing a P-O-P structure, we measured the effects of clodronate, risedronate, and 
alendronate on pNPP concentration dependency of human bone and liver Mg, Zn and Ca-ALP activities. BPs inhibited 
the maximum activity depending on the concentration, but did not significantly affect the 50 % activtity concentration by 
pNPP. This suggests that BPs do not compete with the substrate of ALP, pNPP. These results suggest that BP inhibits 
ALP activity by competition with bivalent metal, regardless of the type of ALP, substrate, and the type of bivalent metal 
for the activation. In addition, its action of nitrogen-containing BP is stronger than non-nitrogen-containing BP.

Key Words : bisphosphonate, alkaline phosphatase, p-nitrophenylphosphate, pyrophosphate, divalent metal ions
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