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エチドロネートによるヒト骨型アルカリ性ホスファターゼ活性阻害
に対する２価金属と基質の影響
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英知 1）
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邦明 2）
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善隆 2）

元 2）

南川

山崎

裕 1）

抄 録：ビスホスホネート（BPs）はアルカリ性ホスファターゼ（ALP）活性の発現に必要な遊離Mg2+（Mg）をキレ
ートしてALP活性を阻害するとされているが，不明な点も多い．また，最近，ALP活性はMg, Ca2+（Ca）及びZn2+
（Zn）により独立して活性化され（Mg, Ca及びZn-ALPとする）
，活性化には基質の種類も影響することが報告され
たが，それらに対するBPsの作用は明らかではない．そこでヒト骨型ALPのMg, Ca及びZn-ALP活性のエチドロネ
ート（etidronate）による阻害機構を，基質としてパラニトロフェニルリン酸（ NPP）またはピロリン酸（PPi）を
使用して検討した．種々濃度のMg，Ca，Zn存在下で NPPを基質としてALP活性を測定すると，etidronateによる
50 %活性阻害濃度（Ki 0.5）はMg濃度が高いほど増加したが，Ca及びZnでは顕著な変化は認められず，etidronateは
Mgとは拮抗するが，Ca及びZnと拮抗しないことが示唆された．一方，PPiが基質の場合は，Mg，Ca，Znとの拮抗
が示唆された．Mg，Ca及びZn-ALP活性の NPP濃度依存性に対するetidronateの影響を調べると，etidronateの濃
度に依存して各活性は抑制されたが， NPPの50 %活性化濃度（K 0.5）に対する顕著な影響はなく，etidronateは
NPPとは拮抗しないと示唆された．一方，基質がPPiの場合，各活性はetidronate濃度に依存して抑制され，Ca及
びZn-ALP活性ではetidronateはPPiとは非拮抗的であった．しかし，Mg-ALP活性ではetidronate濃度に依存した
PPiに対するK 0.5の減少が観察された．以上の結果は，etidronateによる骨型ALPの阻害様式は基質及び活性化する
2 価金属の種類によって異なることを示唆した．
キーワード：エチドロネート，骨型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

緒

現に必要な遊離Mg 2+（Mg）が減少することによるとする

言

1，2）

説

ビスホスホネート（BPs）は，骨形成の生理的な抑制物

があるが，報告が少ないこともあり，詳細は明らか
2）

ではない．その中で，Rezendeら

は，構造式に窒素を含

質として作用しアルカリ性ホスファターゼ（ALP）の基

むBPsはMgやZn （Zn）をキレートすることによりALP活

質でもあるピロリン酸（PPi）の，リン酸エステル結合の

性を 抑制すると報告している．

2+

酸素原子が炭素に置き換わった基本構造を持つ．BPsは骨

ALPは全身に広く分布している．アルカリ性環境下で有

吸収抑制薬として骨粗鬆症，悪性腫瘍の骨転移等で臨床応

機リン酸エステルから無機リンを遊離させるリン酸エステ

用されている．骨のリモデリングでは，破骨細胞による骨

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

吸収と骨芽細胞による骨形成が繰り返されており，骨形成

る

の抑制が骨吸収に影響を与える可能性もあると考えられる．

胎盤型，胚細胞型と臓器非特異的な骨型，肝臓型，腎臓型

しかし，BPsの骨吸収抑制の作用機構としては破骨細胞に

などに分類される

対する機能抑制が広く研究されているが，骨芽細胞を対象

に関与しており，ハイドロキシアパタイト形成を抑制する

とした研究はきわめて少ない

1−4)

．BPsは骨芽細胞のマーカ

1，5）

．ヒトALPアイソザイムは，臓器特異的な小腸型，
1，5）

．その中で骨型ALPは硬組織石灰化

PPiを加水分解しPiを供給することによって石灰化を促進
1，5−7）

ー酵素であるALP活性を抑制することから，ALP活性の

する

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，

と推測されているが，

骨吸収を抑制する可能性も示唆されている．BPsによる

簡便さから生体内には存在しないパラニトロフェニルリン

ALP活性の抑制は，BPsのキレート作用によりALP活性発

酸（ NPP）を基質として使用することが多い．

．従って骨型ALPにおいてはPPiが生理的な基質
でのALP活性測定においては，

1）
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ALP活 性 発 現 に はZnが 必 須 で あ る が，高 濃 度 のZnは

Na-PPiの濃度依存性を測定する実験では，添加する50 μl

ALP活性を阻害することもよく知られている．そこで，

中の基質の濃度を実験に示した濃度とした．反応液中の遊

ALP活性測定における 2 価金属としてMgが使用されるこ

離型のMg，Ca及びZnの濃度はEGTA（ethylene glycol

1）

とも多かった ．Leらによりヒト胎盤型ALPのＸ線結晶構

bis（2-aminoethyl ether）tetraacetic acid）との結合定数

造解析がなされ，ALPのモノマーあたりZnの結合部位が 2

から計算した．

個（M1，M2）と，Mgの 結 合 部 位 が １ 個（M3）及 びCa2+
8）

（Ca）の結合部位が1個（M4）存在することが明らかにされ ，

2．試

M4は活性には関与しないがCa はMgの代わりにM3に結合
9）

薬

ヒト由来の骨型ALP はCALZYME（San Luis Obispo，

またM1，M2及びM3は基質の加水分解に直接関与すること，

CA）から，etidronateは東京化成（東京）から， NPPは

して活性に関与しうることが明らかにされた ．また，Zn

4-Nitrophenyl phosphate di (tris) saltとしてSIGMA（St.

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

Louis, MO）から，Na-PPiはピロリン酸十水和物として和

とができないので，M3に結合したZnはALP活性を低下す

光純薬工業（大阪）から購入した．その他の試薬は特級あ

ることも明らかにされた

9−11)

．さらに，アミノ酸配列の比

るいは生化学用を使用した．

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，すなわち骨型ALPにおいても保持されていると推測

３．データ処理

8，12）

．そこで，著者らがMg，CaあるいはZnのALP

一つの測定条件に対してtriplicateで測定した平均値と標

活性に対する作用を測定したところ，各イオンが独立して

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

された

11）

ALP活性を発現することが可能なことを明らかにした ．

ボルの大きさの範囲に含まれた．

このような背景から，ALP活性に対するBPsの作用を検
討する際に，活性発現に使用する 2 価金属の影響も考慮す

結

る必要があると考えられるが，報告は全く見られない．そ
こで，ALPはヒト骨型ALP，基質としてPPiあるいは NPP，

１． NPP及びNa-PPiを基質としたALP活性のetidronate
濃度依存性

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，窒素を含まない第一世代のBPsであるエチドロネ
ート（etidronate）の作用を検討した．

果

ALP活性におけるetidronateと 2 価金属イオンとの拮抗
の有無を検討するために，種々濃度の遊離Mg，Ca及びZn
存在下で NPPを基質としてALP活性のetidronate濃度依
存性を測定した（Figs. 1-a,b,c, 表1）．76 µMから6 mMの

材料と方法

遊離Mg存在下で，Mg-ALP活性はetidronate濃度に依存し

1．ALP活性測定

て低下し，Hill plotにより計算したetidronateによる50 %

Mg，CaまたはZn存在下で測定されるALP活性をそれぞ
れMg-ALP，Ca-ALP，Zn-ALPとする．また，濃度はすべて

活性抑制濃度（IC 50）は存在するMg濃度が高いほど増加
した（Fig. 1a，表1）．

反応開始時の最終濃度である．反応液250 μl中に，リン酸

同様に100 nMから4 mMの遊離Ca存在下のCa-ALP活性

の定量において適切な吸光度を得ることができる量のヒト

もetidronate濃度に依存して低下したが，100 nMから2 mM

骨型ALP，実験結果に示した濃度となるMgCl 2（Mg-ALP）
，

の範囲でのIC 50 は同程度の値であった（Fig.1b，表1）。

CaCl 2（Ca-ALP）あ る い はZnSO 4（Zn-ALP），25 mM

また，0.32 pMから12.6 nMの遊離Zn存在下のZn-ALP活

sucrose，pH 9.86の50 mM炭酸緩衝溶液（基質が NPPの

性もetidronate濃度に依存して活性が低下したが，Zn濃度

場合）あるいはpH 9.43の50 mMトリス塩酸緩衝液（基質

の増加によるIC 50 値の顕著な増加傾向は認められなかっ

がPPiの場合）を添加した．反応は50 μlの2 mM となる

た（Fig. 1c，表1）．Zn-ALPでは4 mM etidronateでの活性

NPPあるいは5 mMとなる Na-PPiを添加して開始し，37

の増加が認められた．

℃で60分間反応させた後に300 μlの20 mM EDTA-trisを

予備実験でMg，Ca，Zn-ALPのNa-PPi濃度依存性を測

加えて反応を停止した．酵素反応の結果生じた分解産物で

定した結果から最大活性を与える4mMのNa-PPiを使用し，

13−16）

ある無機リンはChifflet法

でモリブデンリンとして発

種々濃度の遊離Mg，Ca及びZn存在下でMg-ALP，Ca-ALP

色させ，吸光度をHITACHI U-2000分光光度計を用いて

及びZn-ALP活性のetidronate濃度依存性を測定し，IC 50

850 nmで定量し活性を測定した．あらかじめ20 mMの

値を計算した結果を表２に示す．いずれのALP活性でも，

EDTAを添加した後に基質を添加しても測定される吸光度

Mg，Ca及びZn濃度の増加に伴ってIC 50 値は増加の傾向を

を，バックグラウンド値として各測定値から差し引いた．

示した．

Etidronateによる阻害を見る実験では，各実験で示した濃
度のetidronateを反応液に添加した．また， NPPあるいは
−37−
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表2

Na-PPi分解における50%etidronate阻害濃度

2．ALP活性の NPP濃度依存性に対するetidronateの影響
ALP活性におけるetidronateと NPPとの拮抗の有無を
検討するために，Mg，CaあるいはZn存在下のALP活性の
N P P 濃 度 依 存 性 に 対 す る e t i d ro n a t e の 影 響 を 調 べ た
（Figs. 2-a,b,c, 表3）．1 mM Mg存在下のALP活性は，
etidronateの有無にかかわらず NPP濃度に依存して増加
し，最大活性を示した後さらに高濃度では減少した．最大
活性は共存するetidronate濃度に依存して減少したが，
NPP濃度に依存した50 %活性化濃度（K 0.5）はetidronate
濃度が増加しても顕著には変化しなかった（Fig. 2a, 表3）．
同様に100 nM Ca存在下のALP活性も NPP濃度に依存
して増加し，最大活性を示した後さらに高濃度で減少した．
最大活性は共存するetidronate濃度に依存して減少したが，
NPP濃度に依存したK0.5はetidronate濃度が増加しても顕
著には変化しなかった（Fig.2b, 表3）．
また，0.77 pM Zn存在下のALP活性も NPP濃度に依存
して増加し，最大活性を示した後さらに高濃度で減少に転
じた．最大活性は共存するetidronate濃度に依存して減少
したが， NPP濃度に依存したK0.5はetidronate濃度が増加
しても顕著には変化しなかった（Fig.2c，表3）．
3．ALP活性のPPi濃度依存性に対するetidronateの影響
Fig.1a, b, c：pNPPを 基 質 と し たALP活 性 のetidronate濃 度
依存性
ALP活性測定は材料と方法に記載した方法で， NPPの濃度
は 2 mMで行った．2価金属イオンとして，1aでは，最終濃度が
，351 µM（□）
，676 µM（○）
，1 mM（▲）
，2 mM（■），
76 µM（△）
4 mM（●）
，6 mM（×）になるMgCl 2を，1 b では100 nM（△），
0.5 mM
（□）
，1 mM
（○）
，2 mM
（▲）
，4 mM
（■）になるCaCl 2を，
1cでは0.32 pM（△）
，0.77 pM（□）
，12.6 nM（○）になるZnSO4
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．
表１

NPP分解における50%etidronate阻害濃度

ALP活性におけるetidronateとPPiとの拮抗の有無を検
討するために，Mg-ALP，Ca-ALP及びZn-ALP活性のPPi
濃度依存性に対する種々濃度のetidronateの共存による影
響 を 検 討 し た （ F i g s . 3 - a , b , c , 表 4 ）． M g - A L P 活 性 は
etidronateの有無にかかわらずPPi濃度に依存して増加し
たが，etidronate濃度の増加とともに最大活性及びK0.5値は
低下した．また，etidronate非存在下でのMg-ALP活性は
PPi濃度に依存してシグモイダルなカーブで増加したが，
etidronateが存在するとシグモイダル性は低下しPPiに対
する親和性が増加した（Fig. 3a, 表4）．
Ca-ALP活性もetidronateの有無にかかわらずPPi濃度に
依存して増加したが，etidronate濃度が増加すると最大活
性は低下した．Mg-ALPと違い，etidronate非存在下でも
PPi濃度に依存した活性の増加曲線はシグモイダル性を示
さなかった．また，etidronate濃度が増加してもK0.5は顕著
には変化しなかった（Fig. 3b, 表4）．
同様に，Zn-ALP活性もPPi濃度に依存して増加したが，
etidronate濃度が増加すると最大活性は低下した．また，

−38−

エチドロネートによるヒト骨型アルカリ性ホスファターゼ活性阻害
に対する２価金属と基質の影響

Fig.2a, b, c：ALP活性のpNPP濃度依存性に対するetidronate
の影響
遊離Mg 1mMに対し，etidronateをそれぞれ0 mM（△），
0.25 mM（□）
，0.5 mM（○）
，0.75 mM（▲）
，1 mM（■）加え
（2a）
，遊離Ca 100nMに対し，etidronateをそれぞれ0 mM（△），
0.01 mM（□）
，0.025 mM（○）
，0.05 mM（▲）加え（2b），遊離
Zn 0.77 pMに対し，etidronateをそれぞれ0 mM（△）
，0.05 mM
（□）
，0.1 mM（○）
，0.25 mM（▲）加え，ALP活性のpNPP濃度
依存性に対するetidronateの影響を測定した（2c）
．
表3

ALP活性の NPP濃度依存性に対するetidronateの影響

Fig.3a, b, c：A L P 活 性 の N a - P P i 濃 度 依 存 性 に 対 す る
etidronateの影響
ALP活性測定に使用する基質をNa-PPiに，緩衝溶液をpH
9.43のトリス塩酸緩衝溶液に変更し，それぞれ遊離Mg濃度を
，遊離Ca濃度を100 nMとしたCa-ALP
1 mMとしたMg-ALP（3a）
（3b），遊離Zn濃度を0.77 pM Zn-ALP（3c）に対し，etidronate
を0 mM（△）
，1 mM（□）
，2 mM（○）
，3 mM（▲）
，4 mM（■）
加えALP活性のpNPP濃度依存性に対するetidronateの影響を
測定した．
表4

−39−
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島

田

英

etidronate濃度が増加してもK0.5は顕著には変化しなかった

知

ほか

カライド，リン酸化オステオポンチンなどであるが

1，6）

，

ALPアイソザイムによる基質特異性は低い．その中で骨型

（Fig. 3c, 表4）
．

ALPの生理的な基質はPPiと考えられる． NPPは生体内に

考

存在しないが，どのタイプのALPも共通して高い親和性で

察

加水分解することから頻用され，基質としての特性に関す

１．Etidronateの2価金属イオンとの拮抗によるALP活性
抑制の可能性

る報告が多い．そこで，骨型ALPの基質として NPPと
PPiを使用し比較した．
本研究において，etidronateは NPPを基質とするとMg

著者らは最近，溶液中に添加したMg，CaあるいはZnが
11）

独立してALP活性を活性化することを見いだした ．ヒト

と拮抗したがCa及びZnとは顕著な拮抗阻害は示さなかっ

胎盤型ALPのX線結晶構造解析からALPのモノマーあたり

た（Figs. 1-a,b,c, 表1）．一方，PPiを基質とすると，Mg，

Znの結合部位が2個（M1, M2）と，Mg1個（M3）及び

Z n 及 び C a と の 拮 抗 傾 向 を 示 し た （ 表 2 ）． E D T A 及 び

8）

Ca1個（M4）が見いだされ ，ヒト骨型ALPも共通した結
合部位を保持するとされている

8，12）

．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

EGTAによっても同様の拮抗が見られるので，拮抗の機構
はキレートによるものと推測される． NPPを基質とした際，
etidronateはMgと顕著な拮抗を示したのは（Fig. 1a），

で連続して基質と結合して反応に関与すると推測されてい

NPP の活性中心への結合によりM3のMg結合部位が

る．一方，M4に結合したCaはALPの構造の安定化に寄与

etidronateの接近しやすい開いた状態にあることを示唆す

8）

するが，酵素反応には関与しないとされている ．しかし

る．一方，ZnやCaの結合部位は閉じた状態にあると推測

M3への金属イオンの結合は柔軟であり，Caが結合すると

される．PPiの場合は，Mg，Ca，Znすべてがetidronateに

Mgの代わりにALP反応に関与することが可能であるが，

よるキレート作用を受けるALPの構造を引き起こすと推

17）

Znが結合するとALP活性を抑制すると報告されている ．

測される．これらの結果は，ALPのMg，Ca，Znに対する

これらの結果から，著者らの実験におけるMg-ALPと

etidronateのキレート作用は結合する基質の大きさや構造

Ca-ALP活性はM3に結合したMgとCaによる活性であり，

によって影響を受けることを示唆する．

Zn-ALPはM1及びM2に結合したZnによるALP活性だと推

また，基質が NPPの際，Zn-ALPは加えたetidronateが

測される．また，ALPによる基質加水分解過程でM1, M2

2 mMまで活性が低下し，4 mMでは上昇した．この結果は，

に結合したZnと，M3に結合したMgあるいはCaの存在は

2 mMまでのetidronateはM1及びM2に結合するZnをキレ

必須と考えられるので，著者らのMg-ALP活性とCa-ALP

ートすることによって活性を低下させるが，4 mMでは親

活性には外部からの添加ではない内在性にALPに結合し

和性が高くM3に結合してALP活性を低下させていたZnを

たZnが必要であり，Zn-ALP活性にはM3に結合する内在

キレートすることにより活性が増加したものと示唆される．

性のMgあるいはCaの存在が必須であると考えられる．従
って，2価金属のキレーターによるALP活性の阻害を検討

２．基質との拮抗によるetidronateによるALP活性抑制の

する際は，内在性あるいは外部から添加した2価金属に対

可能性

する作用を考慮する必要があると考えられる．また，基質

骨型ALPの生体内基質とされているPPiはP−O−P構造を

の種類によって活性中心に結合した際ALPの構造に与え

もち，ALPはそのリン酸エステル結合を加水分解すること

る影響は異なり，その結果が活性に必要な２価金属のキレ

により，無機リンを生成する

ートのされやすさに影響する可能性もある．さらに，PPi

P-C-P構造を基本骨格とし，PPiの構造類似体である．ALP

構造類似体であるBPsの結合も影響する可能性がある．

はBPsを加水分解しないことから，BPsがPPiの代わりに活

一般にBPsのALP活性抑制は，ALP活性の発現に必要な
2価金属イオンのキレートによるとする説が受け入れられ

1，5，6）

性中心に結合するとPPiあるいは NPPと競合拮抗する可能
性があると考えた．

2）

ており ，BPs以外でも2価金属イオンのキレーターである
10，18）

．一方，すべてのBPsは

NPPを基質としてMg-, Ca-, Zn-ALP活性の NPP濃度依

．しかし，窒素

存性に対するetidronate の作用を調べると，いずれも

含有型BPs がZn及びMgに対するキレート作用により骨型

etidronate濃度に依存してALP活性は低下したが， NPP

EDTAやEGTAはALP活性を抑制する
ALP活性を拮抗阻害するという報告

19）

を除いて，この説

の 論 拠 と な る 報 告 は 見 ら れ な い．そ こ で，Mg- , Ca- ,

のK 0.5 には顕著な影響を与えなかった（Figs. 2-a,b,c, 表3）
．
従ってetidronateによるALP活性阻害は活性中心における

Zn-ALP活性に対するetidronateの作用を検討した．また，

NPPとの競合的拮抗ではないと考えられる． NPPが基質

ALPは基質特異性の低い酵素であり，さまざまなリン酸

の際 etidronateはMgと拮抗したので（Fig. 1-a, 表1），Mg

1，5）

エステル化合物を基質として加水分解する

．生体内に

−ALPの場合は添加したMgとの拮抗阻害が示唆される．

存在する基質として考えられるのは，PPi, ピリドキサール

しかし，添加した Ca及びZnとは顕著な拮抗阻害は示さな

リン酸，ホスホエタノールアミン，ATP，リポポリサッ

かったので（Figs. 1- b,c, 表1）
，内在性のZnのキレートに
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エチドロネートによるヒト骨型アルカリ性ホスファターゼ活性阻害
に対する２価金属と基質の影響
よる阻害の可能性があるが，今後の検討が必要である．

5） McComb RB, Bowers Jr GN, Posen S: Alkaline

Na-PPiを基質としてMg-, Ca-, Zn−ALP活性のPPi濃度依

Phosphatase. Plenum Press New York and London: 1

存性に対するetidronate の作用を調べると，いずれも

−986, 1979.

etidronate濃度に依存してALP活性は低下し，Ca及び Zn−

6） Millan JL, Whyte MP: Alkaline Phosphatase and

ALP活性ではPPiのK 0.5 には顕著な影響を与えなかった

Hypophosphatasia, Calcif Tissue Int, 98: 398 − 416,

（Figs. 3-a,b,c, 表4）．PPiを基質としたCa及び Zn-ALP活性

2016.

ではetidronateはCa及び Znと拮抗したので（表2），この

7） Orimo H: The mechanism of mineralization and the

拮抗がetidronaeによるALP活性低下をもたらす可能性が

role of alkaline phosphatase in health and disease. J

ある．一方，Mg-ALP活性ではetidronate濃度に依存した

Nippon Med Sch 77: 4−12, 2010.

ALP活性の低下とNa−PPiに対するK 0.5 の減少，すなわち

8） Le Du MH, Millan JL: Structural evidence of

親和性の増加が観察された（Fig. 3-a, 表4）．活性の低下は

functional divergence in human alkaline

etidronateとMgとの拮抗で説明可能である（表2）．PPiに

phosphatases. J Biol Chem 277: 49808−49814, 2002.

対する親和性の増大に関してはetidronateとPPiとの活性

9） Hoylaerts MF, Kerckhoven S, Kiffer − Moreira T,

中心における位置的相互作用の結果と推測することが可能

Sheen C, Narisawa S, Millán JL: Functional

であるが，etidronateのALPにおける結合部位などに関し

Significance of Calcium Binding to Tissue−

て，今後の検討が必要である．

Nonspecific Alkaline Phosphatase. PLoS One 10:
e0119874, 2015.

結

10） 川村

論

良，出山義昭，吉村善隆，鈴木邦明，山崎

裕：

腫瘍及び非腫瘍細胞由来アルカリ性ホスファターゼ
の阻害剤に対する反応性の相違： 北海道歯誌，受理,

Etidronateは NPPあるいはPPiを基質としたヒト骨型

2015.

Mg, Ca及びZn-ALP活性を濃度に依存して阻害するが，阻
害の機構は活性化する金属イオンと基質の種類によって異

11） 半 谷 純 一，鈴 木 邦 明，吉 村 善 隆，南 川 元，兼 平 孝，

なることが示唆された．

本多丘人：Mg，Ca及びZnのヒトアルカリ性ホスファ
ターゼ活性に対する作用. 北海道歯誌: 受理, 2016.
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ORIGINAL

The effects of divalent cations and substrates on the inhibition of
human bone-type alkaline phosphatase activity by etidronate
Hidetomo Shimada 1）, Kuniaki Suzuki 2）, Yoshitaka Yoshimura 2）, Hajime Minamikawa 2）
and Yutaka Yamazaki 1）
ABSTRACT : Bisphosphonates (BPs) inhibited alkaline phosphatase (ALP) activity by chelating Mg2+ (Mg) that is
necessary for ALP activation; however, many points are still unclear. Recent investigations have demonstrated that ALP
activity is independently activated by Mg, Ca 2+ (Ca), and Zn 2+ (Zn) (Mg-, Ca-, and Zn-ALP) and affected by various
substrates. The effects of etidronate on human bone-type ALP activity activated by Mg, Ca, and Zn (Mg-, Ca-, and
Zn-ALP) with p-nitrophenylphosphate ( NPP) or pyrophosphate (Na-PPi) as substrates were tested. The 50% activity
inhibition concentration (Ki0.5) of Mg-ALP activity inhibition by etidronate increased, whereas Ki0.5 of Ca- or Zn-ALP
activity inhibition by etidronate remained almost unchanged. Etidronate competitively inhibited Mg-ALP activity with
Mg but noncompetitively inhibited Ca- and Zn-ALP activities with Ca and Zn, with NPP as a substrate, whereas
etidronate competitively inhibited Mg-, Ca-, and Zn-ALP activities with Mg, Ca, and Zn with Na-PPi as a substrate.
Furthermore, we examined the effects of etidronate on substrate concentration dependency of ALP activities. Based on
etidronate concentration, the ALP activity was inhibited. The 50% activation concentration (K 0.5) of NPP remained
unaffected. Etidronate noncompetitively inhibited Mg-, Ca-, and Zn-ALP activities with NPP based on its concentration.
Furthermore, the substrates are hydrolyzed to influence Mg, Ca, and Zn in proximity to the substrate-binding site of
ALP. Etidronate also noncompetitively inhibited Ca- and Zn-ALP activities with PPi based on its concentration; however,
we observed that K0.5 of Mg-ALP activity decreased based on etidronate concentration as PPi. These results demonstrate
that the mechanism of human bone-type ALP activity restraint by etidronate changes by the kind of 2 values metal ions
and the substrate binding to the ALP.
Key Words : etidronate, bone-type alkaline phosphatase, p-nitrophenylphosphate, pyrophosphate
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