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はじめに

１１回目の「顎骨疾患プロジェクトからの情報発
信」は東京歯科大学生化学講座・東 俊文教授をラ
ボリーダーとする「分子・細胞ラボ」より，前回に
引き続き「低ホスファターゼ症（hypophosphata-
sia：HPP）」を紹介する。前回は本疾患の「遺伝子
治療」に関する研究の紹介であったが，本項ではそ
の臨床像に関して解説する。本疾患は２０１５年に本邦
ではじめて治療薬が承認されたこともあり，小児科
のみならず小児歯科領域において今最も注目されて
いる疾患の一つである。なぜなら，保護者や医師で
すら気付かなかった有病者を低年齢のうちに発見す
ることができるのは歯科医師であり，本疾患は骨系
統疾患の中でも歯科医師が大きく関わる疾患といえ
るからである。

HPPの病因と症状

HPP は極めてまれな進行性の疾患で，患者の
QOLを極度に低下させる難病である。この疾患は
組織非特異的アルカリホスファターゼ（tissue-non-
specific alkaline phosphatase：TNSALP）をコード
する遺伝子の突然変異により，１０万人に１人の割合

で発症し，同酵素の機能が欠損するために起こる常
染色体劣性遺伝形式の骨系統疾患である１）。主な病
態は，骨の低石灰化による骨格系障害や乳歯の早期
脱落，呼吸器障害，筋肉・関節症状，そのほか腎障
害や神経系障害などがある２）。いずれも，アルカリ
ホスファターゼ（ALP）が分解する基質である無機
ピロリン酸，ピリドキサール－５’－リン酸（PLP：
活性型ビタミンB６），ホスホエタノールアミン
（PEA）などが分解されずに血中，体中に蓄積され
ることによって発症する。
正常な骨芽細胞では，細胞の表面でALPが無機

ピロリン酸を分解し，分解産物のリン酸とカルシウ
ムからハイドロキシアパタイトが作られる（図１
a）。それゆえ，ALPの機能に障害が起きるとこの
分解能が極端に低下し，血中に無機ピロリン酸が増
加する。無機ピロリン酸はハイドロキシアパタイト
の結晶成長阻害因子であるため，ハイドロキシアパ
タイトの結晶成長および骨基質への沈着が停滞する
結果，骨の石灰化が阻害されることがHPPモデル
マウスを用いた基礎研究３，４）および臨床所見として確
認されている（図１b）２，５）。その結果，骨の形成障害
が引き起こされるのであるが，重症な場合には胸郭
の発育不全による呼吸不全や頭蓋縫合部の早期癒合
による頭蓋内の出血や浮腫，視神経やてんかん様脳
症などの神経症状を呈する。また，ALPによる
PLP の分解が阻害されることによりビタミンB６依
存性けいれんが起こる２，５）。PLP は通常，血液脳関
門を通過することができないため，ALPによって
分解されたピリドキサールが血液脳関門を通過し，
再び PLPに合成され，GABAなどの神経伝達物質
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の合成に関与する（図２a）。ALP機能が阻害される
と，血中の PLPの濃度が上昇し，血液脳関門を通
過するピリドキサールが欠乏するため，けいれん発
作に至る（図２b）。
その他に筋肉や関節に慢性の疼痛があることが多

く６），何らかの痛みを経験している患者は９２％に及
ぶ。これはピロリン酸カルシウムの結晶の蓄積によ
る痛風様の関節痛を経験している患者も多い。ま
た，歩行開始の遅れ，歩行器具での補助，車椅子の
経験など歩行障害を中心とした運動発達遅延や障害
が認められる人が半数以上いる。さらに，血中のカ
ルシウムとリン濃度が上昇するため，腎臓に石灰化
沈着を起こして腎障害を起こすことがある。

HPPの分類と診断

HPP は一般的には次のように分類１，７，８）されている
（表１）。周産期から症状が認められる周産期型（骨
形成障害の他に，ビタミンB６依存性けいれんや頭
蓋骨縫合早期癒合症，腎障害を併発して致死性の高
い重症型と，骨症状のみの良性型がある），生後６

表１ 低ホスファターゼ症の一般的な病型分類

病 型 発症時期 備考

周産期型

周産期
重症型 胎生期および

出生時

複数の症状が併発
し，致死性が高い

周産期
良性型

骨症状のみ

乳児型
出生後６か月
未満

小児型
出生後６か月
以上１８歳未満

成人型 １８歳以上

歯限局型 あらゆる年齢 症状は歯に限局

図１ HPP患者の骨石灰化不全のメカニズム
（a）骨石灰化過程においては，組織非特異的アルカリホ
スファターゼ（TNSALP）が骨芽細胞膜上で無機ピロリ
ン酸（PPi）を加水分解し，無機リン酸（Pi）を生成し，ハ
イドロキシアパタイト（HAp）結晶形成の礎となる。
（b）HPPでは，TNSALP活性の低下のために PPi が細
胞外に蓄積し，PPi は HAp結晶の成長を阻害し，骨石
灰化が阻害される。

図２ HPP患者のビタミンB６依存性けいれんのメカニ
ズム

（a）ピリドキサール－５’－リン酸（PLP）は活性型のビタ
ミンB６であり，TNSALPは PLPを脱リン酸化してピリ
ドキサール（PL）を生成する。PLは血液脳関門を通過し
て，再度リン酸化され PLPとなり，脳内の PLPは神経
伝達物質の合成に関与する。
（b）HPPでは，TNSALP活性の低下のために PLが産生
されず，脳内の PLPが欠乏し，けいれん発作を起こす
ことがある。
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か月までに発症する乳児型，６か月から１８歳未満に
発症する小児型，および成人型である。これらは発
症時期による分類であるが，他に骨には異常が認め
られず，歯だけに症状が現れる歯限局型がある。
患者がいずれの分類型に属しているにせよ，成人

型以外では乳歯の早期脱落が認められる可能性が高
い。したがって，医科における診断の際にも，骨の
石灰化障害の各症状（骨の低石灰化，長管骨の変
形，くる病様の骨幹端不整像）と乳歯早期脱落を主
症状とし，その両方あるいはいずれかの症状が認め
られ，血清ALP値が低い場合は，遺伝子診断を
行って確定診断を行う７）。その他のビタミンB６依存
性けいれんや尿中の PEAの上昇，血中のピロリン
酸の上昇，乳児における高カルシウム血症，さらに
は家族歴や両親の血清ALP値の低下などは診断が
確実となる参考症状とされている。特筆すべきこと
は，乳歯早期脱落はHPPの診断においても最も重
要な症状の一つであるということである。

HPP患者における乳歯早期脱落の実態

HPP 患者における乳歯早期脱落に関する大規模
な調査は，米国において１７３症例のうち，家族から
の聴取が可能であった１５２症例について，乳歯の最
初の脱落時期と脱落本数について検証したものがあ
る９）。この調査では，最終的な脱落本数についても
６８症例の情報を得ている。聴取できた分類型は乳児
型，小児型，歯限局型であった。その結果，乳歯の
最初の脱落時期の平均は１～２歳であり，最大で１７
本，平均でも４～９本脱落することが判明した。こ
のことより，HPP患者の乳歯は早期脱落する場合
が非常に多く，複数に及ぶことがわかる。
本邦では周産期型（良性型）３例，乳児型１例，小

児型９例，歯限局型６例の計１９例に対して調査が行
われている１０）。それによると乳歯が早期脱落した経
験がある症例は１９例中１５例であり，１５例のすべてに
共通して脱落している歯は単根の乳前歯である。も
ちろん歯の脱落は乳臼歯にも，重篤な場合には永久
歯にも及ぶことがある。しかし，乳歯早期脱落症例
を通じて言えることは，脱落が認められる症例では
乳前歯は必ず罹患し，乳前歯に限局する症例が多
く，とりわけ下顎の乳前歯に多く（図３），上顎の乳
前歯がこれに次ぐということである。また，時期的

には，乳歯の早期脱落は１～４歳に起こるといえ
る。
一方で，歯限局型では本疾患の影響が永久歯に及

ぶことはほとんどないが，その他の型においては永
久歯の動揺や脱落を起こす症例が少ないながら存在
する１１）。

HPP患者の乳歯早期脱落のメカニズム

HPP 患者の乳歯早期脱落は，乳前歯の場合なら
歯根が２／３~３／４程度形成された状態で，いわゆ
る歯根未完成の状態で起こる。また，脱落した
HPP患者の乳臼歯は歯根が短く，細く，脆弱であ
ることが多い。通常，歯根象牙質の歯根膜側には一
層のセメント質が均一に存在しているが，HPP患
者の歯ではセメント質の小さな塊が散在し，その間
にはセメント質が存在しない領域も観察される（図
４）。病理組織学的にはセメント質無形成とセメン
ト質石灰化不全の混在したセメント質形成不全とい
うことができる１２，１３）。乳歯の早期脱落は，歯肉の炎
症症状は比較的穏やかであるものの，侵襲性歯周炎
のように歯槽骨が垂直吸収を起こして歯が脱落する
場合が多い。その原因は上述したセメント質形成不
全にあることは間違い無く，歯周靭帯が十分に機能
せず，炎症症状の軽重の差はあれども歯周炎の結果
として乳歯が早期脱落するようである。
HPP患者の乳歯の歯根に起こるセメント質形成

不全の原因は明らかではない。この問題を考える場
合，骨の石灰化障害が起こるメカニズム２，５）がある程
度の示唆を与えてくれる。骨の場合では，前述した

図３ HPP患者（３歳）の口腔内
下顎乳中切歯，乳側切歯，乳犬歯の６本がすでに脱落し
ている。
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ようにALPの機能に障害が起きるHPP患者では
骨芽細胞外の無機リン酸が減少し，増加した無機ピ
ロリン酸がハイドロキシアパタイトの結晶の成長を
阻害し，骨の成長に影響する。一説によると，ピロ
リン酸塩が歯根の無細胞セメント質の調整因子とし
て機能しており，歯根局所のピロリン酸塩蓄積がセ
メント質形成不全を発症している可能性があ
る１４，１５）。ただし，エナメル質形成不全を起こす症例
も存在するものの，歯の硬組織の特徴によって症状
の重篤度が異なる理由に関しては不明である。

HPP患者の乳歯早期脱落に対する歯科的対応

HPP 患者の乳歯の早期脱落に対する根本的な歯
科治療はいまのところない。一般的な歯周炎とは発
症原因は異なるものの，歯の早期脱落の原因は歯周
炎であるため，基本的には頻回の来院を促し，歯科
医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルな口腔
清掃と衛生指導，歯周治療を行って歯周炎の進行を
遅らせる努力を行う。歯が脱落した場合には対症療
法として，早期脱落した箇所に適応した可撤保隙装
置（小児義歯）を装着する。この場合，鉤歯となる歯
に負担をかけて新たな歯周炎の発症につがらないよ
うに，その設計には十分に配慮する必要がある。ま
た，時期を見てクラスプをすべて除去し，スプーン
デンチャーとしてしまうのもよい。

おわりに

現在，日本では低ホスファターゼ症患者に対して
酵素補充療法により治療が可能である。前回の「顎
骨疾患プロジェクトからの情報発信」で紹介した
HPPの遺伝子治療が現実となる日はそう遠くない
かもしれない。前述したように，この疾患の発見に
は歯科医師が重要な役割を果たす。なぜならば，骨
の形成障害と双璧をなすHPPの主症状である乳歯
の早期喪失あるいはその前駆症状に気付く機会に
もっとも恵まれているのは歯科医師であるからだ。
学校歯科や幼稚園の歯科健診，もしくは１歳６か月
児歯科健康診査や３歳児歯科健康診査の折には是非
HPPを念頭に置くようにしたい。実際に低年齢児
に行う地域の歯科健診に，乳歯の動揺や早期喪失に
関するチェック項目を設ける自治体が増えてきてい
る。健診時に乳前歯に歯肉腫脹や発赤，動揺，早期
脱落がないかを確かめていただきたい。そして，こ
れらの症状に対する原因が見当たらない場合は，小
児歯科専門医へ紹介あるいは小児科に検査依頼をし
ていただくことが大切である。

本研究は「文部科学省私立大学ブランディング事業」
の助成を受けたものである。
著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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１４ 新谷，他：低ホスファターゼ症の臨床像
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