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各科領域における脂質代謝異常

Disorders Characterized by Evidence of Abnormal Lipid Metabolism

第447回新潟医学会

日 時 平成元年 竣月15日 (土)午後 実時より

畿 場 新潟大学医学部研究棟 第甘講義室

司 会 堺 燕敢持 (小Jj甘持:i

演 者 小野輝夫 (第二塗化学),三井田孝 (第--内科),浅見 商 (小児科),若松延昭 (脳研究所神経内科)

発雷者 佐藤浩和 (第二内科)

司会 シソポジウム ｢各科領域における脂質代謝輿常｣

と顕 して御発表をお願い致 します.

元来脂肪は薮に溶けないものですが,蛋白質と複合体

くリポ蛋白)を作 りますと水溶性になり,もFamSPO約 さ

れます.このことは 1930年頃から労っていたのですがチ

モの研究が軌道に乗 り出 したのは戦後,且940年a)後半か

ら50年をこかけてだと思います.その端緒になったのは,

超遠心分離にL巨三一し､恒･1川lli｡rOZl.i.1)l‥ ＼:'1-I)1_‥ l･tl)tー

などの fractionの発見と,電気泳動による細分化の研

究であり,Freか呈洩som らの仕事があります事さらに

最近,この分野の研究は大きく3つの流れに分かれて進

展していると思います, 1つは 馳opmteinの中で HDL

が血中か臣)少くなると,虚血性心疾患の riskfactorに

なり得るということから,臨床的に各種薬剤の開発が進

みました中本口の二番官の三井閏発生のお話は,恐らく

この辺から新 い ､デ-タが出てくるのではないかと思い

-:i-す.も･~-ト ー(-77',津行と.lil)叩r･()tビiIlL'Iproteill部分

(∴it)り1けりtein1し-')研究て裾 1ます.丁ホ蛋t'吊 そし叫も

アポ蛋白A,盟,CあるいはEという様なものが確認さ

れました.またそれが遺伝的に異常な億を示す屯のがあ

ることが発見され,脂質代謝異常の因子として注目され

て来たと思います.最近はアポ蛋白の遺伝子 E3NA の

解明なども行われてお ります. もう1つの流れはサ

lir)叩t-Ott_,inrLTt･PPtOrハ間越だ上巳といIL:f一十 本研恥 ')F軒

数は未だ挽 く,Go摘steinなどの研究が大きく貢献 して

いると思いますが,細胞表面の糖脂質が,receptorと

して脂質の tramsportに関与 している訳で,それが遺

伝子工学の応周を得て,分子生物学的な面で著 しい進歩

を遂げて蜜いりました 本日はこの面での研究の泰 斗で

いらっしゃる小野先登から先ずお話を頂 くことになりま

すが,寒シソポジウムは広汎多岐をこ亘る脂質代謝鼎常に

開しオムニバス的に予関連性の無い面の研究内容が出て

くることも考えられ濠すがきしかLそれらは教組すると,

｢動脈硬化の研究｣ということに絞 られるのではないか

と思い愛す.現産声確寛な動脈硬化のメカニズムおよび

治療は解っていないと思うのですが,本日のシンポジウ

ムの中から-日日-歩前進の研究成果が閣かれるのではないか

と期待しております.それでは早速,.リポ蛋白とレセ

プタ-llに就いて第 2生化学教室声小野教授から述べて

頂 きたも､と思います.
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1) 高 コレステ ロ-ル 血 症 と aPOB累常

折損大字医学部第L./巨化学教室 小 野 輝 夫

IIypercholesterolemi(1こ1ndAbnormalityorEIPOB

TpruoUNO

I)(7PartmCnt()InLloch(-JTlistr.＼′,NELL-L叩Jn

【∫/u'tlE,rSit.vSc/1-Oof0/AI(,(ILb'nf,

二･＼;: i. .･! ･･.･･いr一･､･i;:.･ト-.l･-､.･･､ミ:･th･::.･･･I;.L い-.I..i ; ト -･･,I.･Z-'･･∴

ItmLlybel1.m上n()r叫)OIi.-.looI-ill(-1(I‡lSSOeillted ＼､･ithderectlive一ow dtlnSity )iI)(･ln-tt-tins

andhypercholest′(-r()lpr-1iTl.

鹿牽 ニ3レステロ-ルはその 2/3が LDL に存在 L,

L扮L の持つ apoB弓00(apoE)と特異的に結合する細

胞豪商の LDL(apoB,E)レセプターを介 して芳細胞

内-取 り込 :.tTから. LL小･-､て Ll)1_,('-)pr(､､LIUrS('rで

ある VLDLの倉成分孝払 循環血中での酵素的修飾過程

を除けば,冠動脈疾患と相関の高い LDL ニ1レステロ-

ル濃度調節とホメオ鼠潔-シ封 ま,ap鉛B と LDL レ救

ブタ一一 の 機 能により産着きれよう書

LDL レ救 ブ タ-♂)輿常を示す疾患をこついては,汝owrh

Goldstt､in 三､､tr)研究て暑しく進展 した】. ･万LI:)L L･

恕ブタ-に異常はないが,高uレステロ-ル血症を示す

症 例 も数多くll-1在し.そハ中に最:li-Grull(汀 l■､｣[;_11二)OR-I

ユ輔 のア ミj酸残基へ35捕番田がアルギニンから グル

タ ミンに変果した遺伝子を兇娃遷し疾病との閑適を報告し

た 13:.

1. ap(lBのポリモルフ ィズム

度重なる輸血を受けたある患者の血清中に存在するア

ReprintrequesttoTeruoON(),

I)epartmentofBioehemist･ry,

Schoo一()fMedicine,Niigata

Universit_V,AsahimElehidoriト757,

NiigE一t(,1City,951,JAPAN.

vaTiantSが識別されるようになった3),apoBのアロ塑

vari弧tsは apoB遺伝子の DNA ポリモルフィズふと

密接に閲挿 してし､る∴ Il)い1ミ過伝 ]'･JlLト｡l_)NA ハ塩基

配列を決定する努力の率で,塩基置換の見られるものは

60以 Lを越えこのなかにア ミJ酸匿襖を示すものも数多

く知られている,

これまで 県鰐蛋 白代謝異常と aPのB のポリモルフ す

ズムの相関が知られているものに 招 A屠(義+)エビト-

プ及び A鼠(Ⅹ棚)エビ巨-プを縛り個体を比較すると,

前者て血清二lL~Z/'p-･lトー-,L, 卜り一日)}-t･.'i卜値か低工

ドrk,lLTment1.Llngthf〕ol)･･lllりrI)hjsm Lltll､lJl'1解軒 L:L.

XbaIの siteを欠 く Ⅹ1,siもeを持つ x2では Xi/Xl

机hrtl:IL1-;-口-1,L､i.L)1_,.こIt)01ミ伸二;,Jji低く,.Yこ..'x2

のホモ及び Xl/x2のヘテロではいずれも高い懐を示 し,

x2は優勢で心叡梗塞と正の相関を示す5).

別刷請求!JL: 〒951折渡Hl~旭町通 り ト757

新潟大学医学部第二生化学教室

小 野 輝 夫
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2.中等度高コレステロール血症

Grundy らは LDL かせブタ-で少な くとも磯能的

輿常の見出せない原発性車等度高コレステロ-ル血症を

示す.軒斉15倒し')･1､つ 'lLIt･01日L.(-uSLI)1_(こIu)い -,3:.I+ヤ

Llう-離 し,鰹常 人し'lh()n101oLfOuSIJl)i.LaLnい ､_【二杵ヤ

mearamceRate(FcR)を測定 した▲その結果 aLDL

及び lll_I)1.が鮎 こF1--射'ドCR を持-L,ゾ′L.-IL､AかlO例.

aLI_)L か IlLt)上∴ 二比べ有意に低し､ケ′ト-1Jlミ5倒し')I.

群に大別 されることを観察 した2j6), コレステu-ル生

合成の阻害剤である mevinolinを授与 した場合屯ダル…

プBでの FcR の差は保持 された. これらの結果は グ

ル-プBの持つ aLDLが正常な LDL レ恕ブタ-に対

しリガンドとして親和性が低 く,apoB の異常が推定 さ

れる.またゲル-プBの aLDLの LDL レセプターに

対する結合能は nLDL の32%に過 ぎず invitroassay

系での細胞内-の取 り込み,分解 も明らかに低下 してい

た7),脱脂 した apoB の結合健 も脱脂前と変 らずに低

下 してお り,aLDL の異常は LDL の組成や脂質構成

に異常があるのではな く 叩OB-100 自体の構造上の異

常が推定 された.

3. apoli異常の解析

グループBの aLDL をこついて 1)apo3-100のN-

末端の半分 (apoB-48に相当)は LDL レセプタ-ど

結合できない 2)LDL レセプタ-の LDL結合を阻害

する抗体のエビ ト-プが ap(〕B遺伝子の exon26でコ-

ドされる蛋白のC-末端 1/3に局在 Lているこれ まで

の結果を参考に,apo鴇 のC-末端半分について DNA

遺伝子の塩基配列を調べると共に変異についての家系の

検討が行われた.その結果 aLDL を採取 した家系G.

A.では defectは heをerozyg｡usで2つの apoBa侮Ies

の双方に起きず片方だけに起 こる置換が defectiveLDL

の原因と関係 Lていた2).この中からN-末端から数え

て 35醐番 目のア ミノ酸がアルギニン (CGG)のものと

ゲル タミソ (CA仁)を示す ha臨 ype をそれぞれ決定

できた2).更に血縁関係にない幾組かの pTObamds及

の部分塩基配列練達 と variantsの任意での制限酵素消

化で構造を構築 した結果民 かQに変異した同じhaiotype

(mutantalie且e)を同定 Lた,これらの症例はいずれ も

ポリモルフ すツタな ⅩbaⅠsi随 を欠き恐 らく m且moTXI

vayiantの ai且ek と推定される,

･1. 考 察

11lutこInt(･ltlL?lil'｢弓己仝左塩基配細く再来定 さ,虹-1LL､左い
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セブタ-への defeeも掠ebim朗ngと直接関係してい る

かどうかは全長の apoB遺伝子による発現窯駿の結 果

を待ちたい.

等動物ではよく知 られ CG ジヌクレオチ ドは潜在的な

変輿の hotspotで hypermutabilityは通常の10-20

倍と算出されている.その原関として 1)アデニンの 5'

と琵御上のシ トシソのメチル化 2)5-メチルシ トシン

のチ ミン-の自然に起 こる脱アミニ化などが考えられる

8), これと同 じような例は FactorV Ⅲで も知 られて

いる.

LDL レセプタ-に対す る apoB の結合 ドメインが

exon26にあると推定する駁級として i)この exc)m の

率に塩基性ア ミノ酸がストレッチLた2つの配列がある

2)そのうちの 1つは apoE の結合 ドメイIJと相同性が

高い 3)結合を阻害する各種抗体のエビ ト-プはこの領

野に mapする 4)LDL の表面の変化を認識 L LDL

レセプタ-と LDL の結合を阻害するモノクロナ-ル

抗体 M搭47のエビ ト -プは塩基性ア ミノ酸の ストレッ

チの問にあー)て mLDL と mutamtの親和性の差を識

別できRやQ置換によるものと推定 される 5)ア ミノ酸

の35潮番目も apoB-且轍 の塩基性アミノ酸残基の cluster

構成費蘭の可能性などが挙げられよう.
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