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へム合成酵素活性とポルフィリン代謝異常症の診断  

 

近 藤 雅 雄  

 

独立行政法人  国立健康･栄養研究所 栄養生化学研究室  

 

 

本邦で発見されたポルフィリン症患者総数は約 827 例であるが、不顕性遺伝子保有者（キ

ャリア）はこの数十倍存在するものと思われる。キャリアの早期発見はポルフィリン症の発

症予防において極めて重要であるが、その実態についてはまったく不明である。ポルフィリ

ン症およびそのキャリアの確定診断上、当該病型の責任酵素の活性測定が重要となる。  

責任酵素の活性測定にはおもに血液細胞、肝細胞、各種培養細胞など極微量の臨床材料が

用いられるが、測定法および活性値は統一されておらず、異常値を判定するには必ず対照値

が必要となる。ここでは、臨床上比較的頻度の高いポルフィリン代謝異常症の確定診断にお

いて重要なヘム合成系酵素活性の測定法と臨床的意義について述べる。  
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はじめに 

ヘムはヘモグロビン、ミオグロビン、シ

トクロム類、シトクローム P-450、NO 合成

酵素、グアニル酸シクラーゼ、サイクリッ

ク GMP、カタラーゼ、ペルオキシダーゼ、

トリプトファンピロラーゼなど、生体の呼

吸システム、エネルギー生産システム、薬

物代謝、血流調節、情報伝達システム、酸

化ストレス防御システムなど生命維持に不

可欠な多様な機能の中心的な役割を果たす

が、このヘムは全て共通の代謝、すなわち

ポルフィリンの代謝によって生産される

(図 1） 1)。 

図１より、ヘム合成には８つの酵素が関

与し、このうち４つがミトコンドリア酵素

で、残り４つが細胞質酵素である。したが

って、先天性ポルフィリン症 1)の診断には

細胞質酵素活性の測定については赤血球が、

ミトコンドリア酵素については白血球が主

に用いられる。 

ポルフィリン代謝酵素の測定はポルフィ 

リン症の確定診断にきわめて重要であるが、

δ-アミノレブリン酸脱水酵素およびポル

ホビリノゲン脱アミノ酵素活性の測定を除

いて極めて煩雑であり、わが国においては

臨床検査会社を含め殆ど行われていないの

が現状である。したがって、ポルフィリン

代謝異常症全般についていえることである

が、ポルフィリンおよび責任酵素活性の検

査をしていないために、臨床症状のみで診

断が行われているケースが多く、未だに誤

診が絶えないのが現状である。 

そこで、本稿では正確なポルフィリン代

謝異常症の確定診断および発端者家系の早

期診断が成されること期待して、臨床の医

師を含め医療スタッフにポルフィリン代謝

に関連する酵素活性の測定を中心に、概要、

臨床的意義、基準値などについて項目ごと

に記載し、測定に対する啓蒙を目的として

まとめた。 
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Ⅰ デルタアミノレブリン酸合成酵素 

δ‐aminolevulinic acid synthase

（ALAS) 

 

 

 

１．概 説      

 ヘ ム 合 成 系 の 最 初 の 酵 素 で あ る δ

-aminolevulinate synthase (ALAS, EC 

2.3.1.37) は pyridoxal 5-phosphate 

(PLP) を補酵素とし、グリシンとスクシニ

ル CoA を 縮 合 し て δ -aminolevulinate 
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(ALA)の合成を触媒する
1)
。この ALA はポ

ルフィリン・ヘム合成の第 1 番目の必須前

駆物質である。 

ALAS には肝臓と赤血球系細胞では各々

異なる遺伝子によってコ－ドされる非特異

型 ALAS（ALAS-N､ ALAS1､すべての組織に存

在する）と赤血球型 ALAS（ALAS-E､ ALAS2､

赤血球系細胞だけに存在する）の 2 つのア

イソザイムが発現しており、これら遺伝子

の発現は組織特異性に調節されている（表

１）
2)
。 

 

 

肝と赤血球系細胞ではヘム合成の調節が

異なり、肝 ALAS (ALAS-N) の発現はヘム合

成の最終産物であるヘム量に鋭敏に調節さ

れているのに対して、赤血球系細胞の

ALAS-E の発現はヘム濃度によりあまり影

響を受けない。 

 ALAS-E の分子異常としてＸ染色体連鎖

鉄芽球性貧血（ X-linked sideroblastic 

anemia,XLSA) が有名で、現在までに約 40

家系で約 30種類の ALAS2遺伝子の変異が同

定され（表 2）、この変異が発症の原因とな

るが、ALAS-E 遺伝子の変異が認められなく

ても ABC7 トランスポーター遺伝子(ATP- 

binding cassette family に属する蛋白で X

染色体上に遺伝子が存在する）の変異や

SCS-βA 蛋白（ATP 特異的スクシニル CoA

合成酵素β-サブユニット）の変異も発症の

原因となる
３ )

。 

ALAS-N の欠損ないし遺伝子異常症は知

られていない。 

 

２．検査の目的 

肝ではヘムの合成障害や薬物代謝の亢進

があれば ALAS 活性が上昇する。したがって、

肝性ポルフィリン症の診断、病態解析や薬

物の代謝影響判定などに重要である。また、

骨髄赤芽球では鉄芽球性貧血症の診断
4)
に

利用される。 

 

３．試料の採取方法、保存条件 

 肝、骨髄および組織培養細胞が多く用い

られる。試料は-80 ℃保存すれば安定だが、

ミトコンドリアや抽出酵素液の場合は PLP 

を添加し保存する。 

 

４．測定法 

 酵素反応によって生産された ALA 量を

測定する。活性の測定には①比色法
５ )

、②
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放射化学法
６ )

、③蛍光法
７ )

および④高速液

体クロマトグラフィ－法
８ )

 が知られてい

る。 

1) 比色法 

 トリス－塩酸緩衝液またはリン酸－ナト

リウム緩衝液 pH 7.4～7.6 に PLP、グリシ

ン、スクシニル CoA またはスクシニル CoA

合成系
11)

 を加え、37℃､ 10～30 分間保持

した後、トリクロロ酢酸(TCA)を加えて除蛋

白する。生成した ALA はアセチルアセトン

やアセト酢酸エチルなどと反応させ、化学

的 に ピ ロ － ル 化 合 物 (ALA ピ ロ － ル ；

2-methyl-3-acetyl-4-propionic acid 

pyrrole）に変換した後、エ－ルリッヒ試薬

(p-dimethyaminolbenzaldehyde 8g, 氷 酢

酸 356ml, 70%過塩素酸 80ml）で発色させる。

発色産物はピロ－ル特有のピンク色を呈し、

波長 553nm に吸収極大および 525nm 付近に

shoulder がある(525/553=0.69)
９ )

。 

 

2) 放射化法 

 比色法に比べて感度が高く、ヒト生検肝

などの微量試料や活性の低い組織細胞中の

活性測定に適している。 

 

3) 蛍光法 

 酵素反応液に精製 ALA dehydrase (ALAD) 

と porphobilinogen deaminase (PBGD)を加

えて、ALAS によって生成された ALA を ALAD

により porphobilinogen (PBG) 、さらに

PBGD によりヒドロキシメチルビランを生

成させ、これを酸化してウロポルフィリン

Ⅰの生成量を蛍光測定する
７ )

。 

 

５．基準値 

ヒトの肝 ALAS 活性は、他のヘム生合成系

酵素に比べると著しく低く、 57.8～ 548 

pmolALA/mg/h であり、測定法によってかな

りの幅がある。骨髄赤芽球細胞では正常の

平均値が 24.6～61.0 pmol ALA/10
8
EBL/h で
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あり、肝に比べて比較的一定している。そ

の他、網状赤血球、皮膚培養繊維芽細胞、

リンパ球、白血球、腓腹神経などで検出
９ )

 

されている(表３)。動物では活性に種差が

見られている。  

 

６．生理的変動（測定に影響を及ぼす因子） 

 肝 ALAS はアリルイソプロピルアセタミ

ドや 1,4-ジヒドロ-3,4- ジエトキシカル

ボニルコリジンを動物に投与すると著明に

誘導生成する。赤血球系酵素ではフェニル

ヒドラジン投与により末梢血（網状赤血球

が 70％以上増加）、骨髄、脾臓中の ALAS が

増量する。SH 試薬、重金属、アミノマロン

酸、シメチジン、インスリンなどで活性が

阻害される。ALAS 活性は不安定なので、本

酵素に影響を与える諸因子を考慮し、いろ

いろな反応条件が工夫されている
１０ )

 。 

 

７．臨床的意義(異常値を示す疾患) 

肝 ALAS 活性は急性間歇性ポルフィリン

症、遺伝性コプロポルフィリン症、多様性

ポルフィリン症などの肝性ポルフィリン症

患者では発作時に高活性を示し、同時に

ALA 、PBG が尿中に大量出現するが、寛解

期ではほぼ正常化し、尿中 ALA､ PBG の排泄

量も減少する。したがって、肝性ポルフィ

リン症の不顕性遺伝子保有者の尿中 ALA､ 

PBG は正常範囲内が多く、肝 ALAS 活性も正

常である。その他、肝 ALAS 活性は先天性チ

ロシン血症
９ ) 、肝硬変症

９ )
 の患者および

抗痙攣剤服用などで高値を示す。 

骨髄赤芽球の ALAS 活性は鉄芽球性貧血

患者で著明に低下し診断的意義が高い
６ )

。 

 

８．関連検査項目 

肝 ALAS 活性の亢進はヘム濃度の減少に

よるため、この原因に関連したヘム合成系

物質の測定が必要となる。また、赤芽球

ALAS 活性の低下によりミトコンドリア内

に鉄が沈着し、環状鉄芽球が形成され、プ

ロトポルフィリンの増量が見られることが

ある。 

 

 

Ⅱ  δ -アミノレブリン酸脱水酵素 

δ-aminolevulinic acid dehydratase  

(ALAD)、別名：ポルホビリノーゲン

合 成 酵 素 (PBGS, porphobilinogen 

synthase) 

 

 

１．概説 

 ALAD (EC4.2.1.24)はヘム合成の第２番

目の反応を触媒する細胞質酵素であり、２

分子のδ－ aminolevulinate (ALA)を脱水

縮 合 さ せ て １ 分 子 の ピ ロ ー ル で あ る

porphobilinogen（PBG）の合成を行う。ヒ

トの ALAD 遺伝子は第 9 染色体の長腕 q34

に位置している。ALAD は同一サブユニット

からなる 8 量体構造をとり、ヒト ALAD サブ

ユニットは 330 個のアミノ酸からなる分子

量約 36kDa の亜鉛を含有する蛋白質である。

ALAD は赤芽球と肝細胞のヘム合成に重要

な臨床的意義を持つが、赤血球中ではヘム

合成は見られないため、赤芽球で合成され

た ALAD のが残渣としてそのまま存在する。

本酵素は他のヘム合成諸酵素に比べ大量

（PBG脱アミノ酵素活性の約 90倍の活性を

有する）に存在するため ALAD 活性の多少の

変動はヘム合成に殆ど影響を及ぼさない。 

ALAD 活性は生体内外の様々な因子によ

って影響を受け易く、とくに鉛においては、

ごく微量の鉛によって活性障害を受けるた

め、低濃度鉛暴露の生体影響評価の指標と

して測定意義が高い。 

 

２．検査の目的 

鉛中毒、先天性チロシン血症および ALAD

が欠損（正常の 3%以下）している新しい型

の ポ ル フ ィ リ ン 症 (ALAD deficiency 

porphyria, ADP)の診断 
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３．試料の採取方法、保存条件および酵素

液の調製法 

血液試料はヘパリン加（抗凝固剤として

用られる EDTA は ALAD 活性の強力な阻害剤

である）採血液１～２ml からヘマトクリッ

ト値を測定し、そのまま用いる。白血球系

細胞、肝生検材料および各種培養細胞では

通 常 の 遠 心 分 離 法 に よ っ て 得 ら れ る

cytosol 分画またはホモジネートを酵素標

品とする。各酵素標品の保存は-80 ℃で行

い、この時、N2 ガスなどで溶存酸素を除い

ておくと長期間安定である。 

 

４．測定法 

ALAD は典型的な SH 酵素であり、Zn 金属

酵素でもあるため、血液試料を EDTA 添加や

空気中に保存すると失活する。 

 ALAD 活性の反応生産物である PBG をエ

－ルリッヒ試薬で発色させ、比色定量する
11) 。反応溶液はヘパリン加採血した血液の

溶血液（血液量として 10μl)、ALA 、還元

型グルタチオン（またはジチオスレイト－

ル; DTT)とリン酸ナトリウム緩衝液(リン

酸カリウム緩衝液はエールリッヒ試薬と反

応すると白粉体が析出

するので用いない )か

ら成る。緩衝液の pH

は通常 6.0 （肝の場合

は 6.4)が用いられる

が、動物の種類、血液

量、鉛中毒血液などに

よって pH が若干変化

するので、測定に当た

っては必ず至適 pH を

確認することが望まし

い。また、pH が高くな

ると PBGD（至適 pH7.8)

の影響を受けるので注

意する。 

血液からの酵素活性

の測定には、通常酵素

の活性化および SH 保

護を目的として 10mM 程度の DTT を添加す

る（10mM DTT と 0.1mM Zn2+を同時に添加す

ると酵素蛋白量に比例した最高活性を得る

ことができる）が、多量に添加すると DTT 

によるエ－ルリッヒ発色阻害（DTT がエ－

ルリッヒ試薬中の水銀と反応し白濁するた

め、ピロ－ル安定化のために添加する水銀

は反応停止液として用いる TCA 中に添加

しておくとよい）が生じる。また、肝など

の組織では Zn2+添加により活性阻害が生じ

る。比色法のほかに、生成された PBG を

HPLC で分離、定量する方法 12) やキャピラ

リ－電気泳動法 13) 、また生成した PBG を

URO に変えて測定する方法 14) などがある

が、今のところ普及していない。ヨ－ロッ

パでは標準法が開発されている 15) 。 

 

５．基準値 

ALAD 活性の正常値と各種疾患に見られ

る異常値を表 4 に示した。ALAD 活性は試料

の酸化によって失活が著しいこと、酵素の

発現量に個体差が見られること、測定法の

違いなどの理由によって測定値に差が見ら

れる。 

表４．ALAD活性の正常値と異常値

組織
（活性単位）

肝
(nmolPBG/mgpr/hr)

赤血球  （－DTT)
（μmolPBG/mlRBC/hr)

赤血球  （＋DTT)
（μmolPBG/mlRBC/hr)

正常値 21.1±6.2 (n=10) 1.74±0.24 (n=20) 2.69±0.49 (n=21)

急性間歇性
ポルフィリン症

39.4±25.6 (n=8) 1.31±0.59 (n=78) 2.38±0.61 (n=78)

多様性
ポルフィリン症

32.3±7.5 (n=4) 0.72 1.5

晩発性皮膚
ポルフィリン症

5.69±2.87 (n=11) 1.01±0.52 (n=23) 1.89±0.71 (n=23)

骨髄性プロト
ポルフィリン症

3.34±2.16 (n=3) 1.56±0.63 (n=16) 2.52±0.92 (n=16)

鉛中毒 0.04±0.01 (n=4) 1.95±0.68 (n=4)

鉄欠乏性
貧血

2.50±0.83 (n=11) 3.69±1.17 (n=11)

遺伝性球状
赤血球症

3.09±0.42 (n=4) 4.31±0.64 (n=4)

鉄芽球性
貧血症

1.67±0.86 (n=24) 3.06±0.91 (n=24)

測定値はすべて自験例、平均値±標準偏差、n;例数
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６．生理的変動（測定に影響を及ぼす因子） 

血液中の ALAD 活性は網状赤血球や幼弱

な赤血球で高いため、網状赤血球数が増量

している疾患では著明な高値を得る。また、

飢餓時、各種貧血症、生理前などでは活性

が亢進し、飲酒時（アセトアルデヒドによ

る）や肝障害などの場合は血液および肝臓

の活性が抑制される。 

また、ALAD 活性は SH 阻害剤や微量の Pb2+, 

Sn2+, Hg2+, Fe2+, Fe3+, Cd2+, Cu2+, Tl(NO3)3 

(TlNO3 は阻害されない)などの金属によっ

て強く阻害される。 

 

１）どういうとき検査するか 

原因不明の腹痛、嘔吐、便秘あるいは下

痢などの消化器症状や原因不明の多彩な神

経症状がある場合。 

 

２）今後の検査の進め方 

 ALAD 活性の異常が確認されたら、尿中

ALA およびポルフィリンの測定を行い、ポ

ルフィリン代謝異常を確認する。中毒が疑

われる場合は血清鉛の測定を行う。 

 

３）予想外の値が認められたとき 

ALAD はヘム合成系酵素の中で最も量が

多く、赤血球 ALAD 活性(-DTT または+DTT)

が正常の 90%以上減少してもポルフィリン

の代謝異常は通常見られない。また、ALAD

活性は生体内外の様々な因子によって影響

を受けるので、これらの因子を除去、また

は日を変えて再検査する。 

 

７．臨床的意義（異常値を示す疾患） 

 表２に異常値を示す疾患をまとめたが、

これらのうち、臨床的意義が最も高いのは

鉛中毒、先天性チロシン血症および ALAD

欠損型ポルフィリン症(ADP) であり、いず

れも強いヘムの合成障害を引き起こす。鉛

中毒では鉛イオンが ALAD 酵素活性中心の

SH 基に結合し拮抗阻害を起こすが、反応液

に Zn2+や DTT を添加すると活性が回復する

16-17)。先天性チロシン血症の患者ではチロ

シンの代謝異常に基づくスクシニルアセト

ン（4,6-dioxoheptanoic acid)が、ALAD と

ALA の結合を阻害するため、強い活性阻害

が見られるが、酵素蛋白量は減少していな

い。また、ADP は酵素蛋白絶対量が減少し

ているため ALA の大量蓄積、排泄を伴い、

急性間歇性ポルフィリン症(AIP)と同じ神

経症状を呈する。AIP,ADP および鉛中毒に

は皮膚症状はない。 

 

８．関連検査項目 

血清鉛、ポルフィリン代謝関連物質の測

定。 

 

 

Ⅲ ポルホビリノーゲン脱アミノ酵素 

Porphobilinogen deaminase (PBGD) 

別名:ヒドロキシメチルビラン合成酵素 

(hydroxymethylbilane synthase) 、 

ウロポルフィリノーゲン I 合成酵素

(UROS,uroporphyrinogen I synthase) 

 

 

１．概説 

Porphobilinogen deaminase（ PBGD, EC 

4.3.1.8)はヘム生合成系の第３番目の酵素

で cytosol 分 画 に 局 在 し 、 ４ 分 子 の

porphobilinogen(PBG) を脱アミノ縮合さ

せ 直 線 状 の テ ト ラ ピ ロ ー ル で あ る

hydroxymethylbilane (HMB) の生成を触媒

することから、HMB synthase(HMBS)とも呼

ばれる。PBG による HMB の生成は PBG の NH2

基が PBGD と 結 合 し、 ４ 分子 が 次 々と

head-to-tail に縮合する(図 2)18)。PBGD は

表５．　PBGD遺伝子

ｃDNA 全長 1,380bp

アミノ酸 344

mRNA 全長 1.6kbp

ゲノムDNA 全長 10kbp

エクソン 15

染色体上の部位11q 24.1→24.2
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第 11 染色体上に

あるが(表 5)、赤

血球型(PBGD-E、赤

血球系細胞にのみ

存在する )と非赤

血球型(PBGD-N、す

べての組織中に存

在する )の２つの

アイソザイムがあ

る。これらのアイ

ゾザイムは同一遺

伝 子 上 に 2.8kb 

離れて存在する２

個 の プ ロ モ ー タ

(上流が N 型、酵素

の 分 子 量 は

44,000、下流がＥ

型、酵素の分子量

は 42,000）を利用

し て 転 写 さ れ る
19)。 

PBGD 活性は赤

血球系細胞に比べ

肝細胞で著しく低

い。したがって、PBGD の遺伝的異常を有す

る 急 性 間 歇 性 ポ ル フ ィ リ ン 症 (acute 

inter- mittent porphyria, AIP)では肝、

末梢赤血球、リンパ球、神経、腎、および

培養皮膚繊維芽細胞中の PBGD 活性の減少

が見られるが、ポルフィリンの代謝異常は

肝細胞にのみ出現する。わが国の AIP 患者

数は 1932 年に第 1 例報告されてから 2002

年 12 月までに 188 例(この内、女性は 153

例,81%)20)が報告されている。AIP の分子異

常は①PBGD-E と PBGD-N の両方の異常、②

PBGD-N だけの異常、③イントロンの異常な

どが知られ 21)、PBGD-E だけの異常は知られ

ていない。 

 

２．検査の目的 

AIP の確定診断に必須である。 

 

 

３．試料の採取方法、保存条件 

試料は生検肝および末梢血液などが一般

的によく用いられる。肝は 0.25M sucrose 

液でホモジナイズした後、105,000 g の上

清を、血液はヘパリン加採血液を、各々酵 

素活性の測定に用いる。肝上清および血液 

共に N2 ガスを通し、-80 ℃に保存する。 

 

４．測定法 

PBGD の反応生産物は HMB であるが、HMB 

は非酵素的に閉環して uroporphyrinogen 

(uro'gen)Ⅰになる。この uro'gen Ⅰには

蛍光はなく、光や酸などで完全に酸化した

後、蛍光測定する。高速液体クロマトグラ

フィ－を用いた方法も開発されている 22)。 

 PBGD 活性は酵素液 0.35ml(血液では

0.01ml に H20 を 0.34ml 加えたもの)に

0.6mM PBG (0.38M リン酸ナトリウム緩衝
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液 pH 7.8 を含む)を 0.1ml 加え、37℃､ 

30 分間遮光、振盪、保持する。反応終了

後、0.6% I2 を含む 5M-TCA を 0.05ml 加え、

2,000～3,000rpm､ 5 分間の上清をそのま

ま蛍光分光光度計(励起波長 405nm、蛍光

波 長 597nm) に て 、 生 成 し た

uroporphyrin(URO)Ⅰ量を測定する 6)。計

算は標準 UROⅠの蛍光強度から求める。 

 

５．基準値 

ヒトの肝 PBGD 活性はδ-aminolevulin- 

ate synthase (ALAS) 活性と同程度で、他 

 

の肝ヘム合成系酵素に比べると著しく低く、

65.1±8.8 pmol UROⅠ/mg/h (平均値±標準

偏差)である 9)。末梢赤血球中の PBGD 活性

は 29.2±5.4 nmol UROⅠ/mlRBC/h9)、また

は 35±5.2 pmol UROⅠ/mg/h 23) である(表

２)。 

 

６．生理的変動（測定に影響を及ぼす因子） 

性差および生理的変動についてはあまり

知られていない。 PBGD は熱に安定である

(著者の経験では少なくとも 60℃､ 30 分間

までは活性に影響はない）。至適 pH はトリ 
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ス、リン酸ナトリウム、およびホウ酸の各

緩衝液ともに 8.2（著者らは 7.8)である。

Ｎ－エチルマレイミド、ｐ－クロロメルク

リ安息香酸、ホルムアルデヒド、Hg2+､ Cd2+､ 

Ca2+､ Mg2+､Cu2+､ Al2+、Fe2+､ Tl2+ (阻害の

強さは Hg＞Tl＞Ca＞Cu＞Fe＞Mg)､ PLP お

よび DTT などにより阻害される。網状赤血

球の PBGD 活性は成熟赤血球に比べ約 15 倍 

高い。また、胎生期の肝は生後に比べ高活

性である。 

 

７．臨床的意義（異常値を示す疾患） 

AIP は常染色体優性遺伝として広く知ら

れているが、ホモ接合体での発症例（劣性

遺伝）も報告されている。AIP の病因遺伝

子異常は点変異、挿入、欠失と多種にわた

り、また異常部位も多様で、現在 170 以上

もが報告されている 24) 。 

 AIP 患者の PBGD 活性では肝、赤血球、腓

腹神経、坐骨神経、培養皮膚繊維芽細胞、

腎、骨髄、リンパ球などの組織細胞で正常

の約 50％程度減少しているが、赤血球 PBGD

活性が正常範囲内にある AIP 患者(全 AIP

患者の 10～15%に出現）も知られている。

また、赤血球 PBGD 活性は AIP 患者とその

キャリヤ（不顕性遺伝子保有者）との間に

は相違は認められず、さらに、妊娠やヘマ

チン治療などによっても影響を受けない 1)。

したがって、PBGD 活性の減少は AIP の診断

に必須であるが、発症における直接的な原

因とはならない。また、極期の AIP 患者の

腓腹神経の PBGD 活性が減少しているにも

かかわらず ALAS 活性は亢進しておらず、

AIP の末梢神経の阻害機序についてはいま

だに不明である。AIP では遺伝子診断が最

も確実である。 

 その他、異常値を示す疾患として、晩発

性皮膚ポルフィリン症患者の生検肝、鉄芽

球性貧血患者の末梢赤血球、鉛中毒、先天

性赤芽球性ポルフィリン症、遺伝性コプロ

ポルフィリン症および肝硬変症の各患者の

赤血球で高値を示し、赤芽球性プロトポル

フィリン症患者の肝で減少している（表 6）。 

 

８．関連検査項目   

ポルフィリンおよびその前駆体の測定。 

 

 

Ⅳ ウロポルフィリンノーゲンⅢ合成

酵素 

Uroporphyrinogen Ⅲ  cosynthase 

synthase(UROS) 

 

 

１．概 説         

Uroporphyrinogen Ⅲ cosynthase（UROS, 

EC4.2.1.75）はヘム合成系の第 4 番目の酵

素 で cytosol 分 画 に 局 在 し 、

hydroxymetylbilane(HMB)の D 環を反転さ

せ uroporphyrinogen (uro’gen)Ⅲの生成

を触媒する(図 3)25）。本酵素の変異によっ

て 先 天 性 赤 芽 球 性 ポ ル フ ィ リ ン 症

(congenital erythropoietic porphyria,  

CEP)を発症するため、本疾患の確定診断に 

必須となる。本酵素の遺伝子は第 10 染色体

上(表 7）にあるが、第１イントロンに赤芽 

 

球特異的プロモータが存在するために翻訳 

開始点は同じで 5’UTR のみが異なる非特

異的 mRNA および赤芽球特異的 mRNA が存在

する。赤芽球特異的 mRNA は骨髄造血組織の

みに発現し、強いプロモータ活性を示す２）。 

この酵素はおもに赤血球と肝に高活性に

存在するが、その測定は余り行われていな

い。その理由は、UROS によって生産される

uro’gen Ⅲと非酵素的に生産される 

表７．UROS遺伝子

ｃDNA 全長 1,296 bp

アミノ酸 265

ゲノムDNA 全長 60kbp

エクソン １０以上

                  染色体部位　10(25.2～26.3）
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uro’genⅠの異性体分離が一般的に困難で

あったためである。 

 

２．検査の目的  

CEP の確定診断およびそのキャリアの診

断に重要であるが、CEP では UROS の異常に

よって uro’genⅠおよび coproporphyri- 

nogen Ⅰ型異性体が過剰生産され、これが

尿中に大量出現するために、Ⅰ型ポルフィ

リンの測定によっても確定診断が可能であ

る 26）。 

 

３．試料の採取方法、保存条件 

CEP では肝ポルフィリン代謝は正常で、

骨髄赤芽球性のポルフィリン代謝異常によ

って発症するために、測定対象となるのは

赤血球となる。血液はヘパリン加採血液を

－80℃に保存する。 

 

４．測定法 

UROS活性は HMBから生成された uro’gen

Ⅲを酸化し、uroporphyrin (URO)Ⅲとした

後、蛍光測定する。 

基質は porphobili- 

nogen (PBG)と porph- 

obilinogen deaminase 

(PBGD)から生成した内

因性の HMB を用いる方

法と、直接 HMB を用い

る方法 27) が報告され

ている。どちらも、URO

‘ genⅠ型とⅢ型の異

性体が生産されるため、

これを正確に分離精製

する必要がある。この

分離には、1970 年代ま

では濾紙や薄層クマト

グラフィ－が用いられ

てきたが、1980 年代か

らは高速液体クロマト

グラフィー(HPLC)法の

開発により短時間で分

離できるようになり 28) 、UROS 活性の測定

にも応用され始めた 29)。 

UROS 活性の測定は本酵素の至適 pH7.4、

HMB の km 値 5～20μmol/L を用いるが、著

者ら６）は末梢赤血球 0.1ml に incubation  

mixture（1%トリトン、1.5%MgCl2, 1M Tris 

buffer, pH8.2, H2O=1/1/1/5, v/v）0.8ml

加え、65℃、30 分間保持した後、10 倍に希

釈した赤血球 0.01ml, 0.1M DTT 0.05ml, 

0.83mg PBG/ml-tris buffer, pH8.2, 0.04ml

を添加した反応液 1.0ml を 37℃, 30 分間振

とう保持した後、0.5%I2 を含む 20％TCA 液

0.25ml 加えて反応を停止した後、2000～

3000rpm ５ 分 間 の 遠 心 上 清 を そ の ま ま

HPLC の逆相系カラムに注入し、UROⅢ量を

定量する。UROS活性の HPLC法は同時に PBGD

活性も測定可能であり、今後の発展が期待

される。 

 

５．基準値 

標準的な測定法がなく、測定する場合は

必ず対照値を設定し、比較する。基準値は
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特にないが、参考値として表 8 に正常値と 

異常値を示した。 

 

６．生理的変動(測定に影響を及ぼす因子) 

UROS は Na+, K+, Mg2+, Ca2+によって活性

化され、Cd2+, Cu2+, Hg2+, Zn2+によって阻

害される 1)ため、これら元素の混入を避け

る。 

 

７．臨床的意義(異常値を示す疾患) 

UROS 活性の測定は本酵素の遺伝的障害

による CEP の確定診断に重要であり、今の

ところ CEP 以外に本酵素活性の低下が見

られた疾患は報告されていない。本疾患は、

極めて症状が重く、通常 5 歳以内に発症を

見るのが多いが、思春期～中年期に発症す

る例も報告されている 20)。臨床症状からは

晩発性皮膚型ポルフィリン症と間違えるこ

とが多く、鑑別には注意を要する。CEP は

常染色体劣性遺伝であり、病状は重篤で、

そのためにも UROS 活性測定による早期診

断が望まれる。 

 

８．関連検査項目 

皮膚症状を中心として、骨・軟骨の欠損、

脾腫、肝機能、腎機能、内分泌機能障害を

併発しやすく、定期的な検査を要する。ま

た、尿中のポルフィリンⅠ型異性体あるい

は血液中のポルフィリン量の増量によって

皮膚光線過敏症および肝硬変など諸症状が

進行するので、定期的に測定・管理を行う

のが望ましい。また、強膜病変を合併する 

ことが多いので、涙液中のポルフィリンを

HPLC にて分画分析し、ポルフィリン量が多 

 

い場合は目薬やサングラスなどで洗浄・遮

光するよう指導する。 

 

 

 

Ⅴ  ウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵

   素  

Uroporphyrinogen decarboxylase

 (UROD） 

 

 

１．概 説         

UROD（uroporphyrinogen decarboxylase, 

EC 4.1.1.37)はヘム合成系の 5 番目の酵素

で、cytosol 分画に局在し、8 個のカルボン

酸 側 鎖 を も つ uroporphyrinogen 

(uro’gen)を順次脱炭酸し、４個のカルボ

ン 酸 側 鎖 を も つ coproporphyrinogen 

(copro’gen)の生成を触媒する。したがっ

て、7～5 個のカルボン酸側鎖をもつ反応中

間体が存在する。UROD 遺伝子についてはす

でに報告されており(表 9)、また、本酵素 

 

 

 

 

 

 

 

表8．ウロポルフィリノーゲンⅢ合成酵素の正常値と異常値

組織 活性単位 正常値 CEP ﾌﾟﾛﾄﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ症 急性鉛中毒 文献

赤血球 U/mg 7.41±1.16 (n=28)a) 0.59～2.67c) 27

7.64±1.73 (n=20)b)

U/mlRBC 236(159～352, n=25) 131c) 22

878±72.9 (SD, n=11) 373±135.6(SD, n=8) 1200±37.0(SD,n=3) 1442±259.2(SD,n=2) 26

網状赤血球 U/mg 6.1±1.1(SD, n=12) 0.9±0.6c) 30

2.8±0.6d)

U: nmol uro'genⅢ/hr, mg: protein, RBC: 赤血球、　a) 間接的測定法、ｂ）直接的測定法、ｃ）患者、ｄ）キャリア

表9．　UROD遺伝子

ｃDNA 全長 1,197bp

アミノ酸 367

ゲノムDNA 全長 3.4kb

エクソン 10

染色体上の部位 1p　21
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の 異 常 は 晩 発 性 皮 膚 ポ ル フ ィ リ ン 症

（porphyria cutanea tarda, PCT）と肝・

赤 芽 球 性 ポ ル フ ィ リ ン 症 (hepato- 

erythropoietic porphyria, HEP)の確定診

断に必須である１）。 

PCT は３つの type に分類（表 10）される

が、わが国においては後天性 PCT(s-PCT）

が殆どで、1957 年に第 1 例が報告されてか

ら 2002 年 12 月までに 303 例が報告されて

いる（全ポルフィリン症の 37%）。しかし、

家族性 PCT(f-PCT)および HEPの確かな報告

は今のところない。したがって、s-PCT に

ついては積極的な検査によって見出される

比較的身近な疾患である。 

 

 

２．検査の目的 

PCT の確定診断、家族性の有無およびダ

イオキシンやヘキサクロロベンゼンなどの

多ハロゲン化芳香族化学物質中毒の診断に

重要である。同時に、これらの疾患では

UROD 酵素活性の低下によって 8(ウロポル

フィリン)、7-カルボキシルポルフィリンが

過剰生産され、尿中に排泄されるため、こ

れらの測定も必要となる。 

 

３．試料の採取方法、保存条件 

主に赤血球と生検肝が測定対象試料とし

て用いられる。赤血球についてはヘパリン

加採血し、血液検査をした後、N2 ガス下で

－80℃に保存する。生検肝についてはその

まま-80℃保存する。 

４．測定法 

UROD の活性測定には基質としてポルフ

ィリノ－ゲンが必要であるが、市販されて

いないため遮光、嫌気下でポルフィリンに

Na－アマルガム法（3～5%）を添加し、ポル

フィリノ－ゲンを調製する必要がある。 

UROD 活 性 の 測 定 に は 基 質 と し て 、

porphobilinogen deaminase (PBGD)の至適

pH (7.8 付近）と UROD の至適 pH (6.8)が

異 な る 性 質 を 利 用 し 、 porphobilinogen 

(PBG) から酵素反応によって生産した内因

性 uro’gen を用いる方法 38) と市販のポル

フィリンを還元したものを用いる方法があ

る 39) 。後者の方法としては、8-、7-､ 6-､ 

5-carboxylporphyrinoge

n が各々基質となり得る

が、一般に uro’gen およ

び pentacarboxyl  por- 

phyrinogen(penta’gen)

のⅠ型またはⅢ型異性体

がよく利用されている。

これらの基質の Km 値お

よび Vmax はすべて異な

っ て い る の で 注 意 す            

る。反応 pHは通常 6.8 が 

用いられるが penta’gen では pH5.4 が至

適であるという報告もあり、pH の確認が必

要である。酵素反応液はリン酸カリウム緩

衝液 pH 6.8，EDTA, DTT,ポルフィリノ－ゲ

ン、酵素液からなり、嫌気的条件下で一定

時間、遮光反応させ、生産されたポルフィ

リノ－ゲンに I2 を含む TCA 液ま たは

TCA-DMSO 液などで除蛋白並びに酸化した

後、逆相系高速液体クロマトグラフィー

(HPLC)により蛍光測定する 34）。 

 

５．基準値 

標準的な測定法がなく、測定する場合は

必ず対照値を設定し、比較する。基準値は

特にないが、参考値として表 11 に正常値と

異常値を示した。 

 

表１０　各種UROD異常によるPCTの分類

PCTの分類 遺伝様式 赤血球 肝臓

PCT type Ⅰ (sporadic PCT) 遺伝性なし 100 50

（アルコールなどの後天的要因）

PCT type Ⅱ (familial PCT) 常染色体優性遺伝 50 50

PCT type Ⅲ (familial) 確立されてない 100 6～15

HEP 常染色体劣性遺伝 3～28 22

UROD活性（％）
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６．生理的変動(測定に影響を及ぼす因子) 

UROD は SH 酵素であり、その活性は

Cu,Hg,Pt などの各種金属によって阻害さ

れるが Fe についてははっきりしない。 

 

７．臨床的意義(異常値を示す疾患) 

UROD 活性値は用いる基質により異なっ

ているが、PCT と HEP の診断に重要である。

PCT は f-PCTと s-PCT共に肝 UROD 活性が低

下しているが、s-PCT では末梢赤血球の活

性は正常である（表 10）。本邦で報告され

た PCT の殆どは s-PCT であるというがが、

これまでにほとんど UROD 活性の測定が行 

 

われていなかった。著者らは 34) 赤血球

UROD 活性の HPLC 法を開発し、14 例の s-PCT

患者について検討したところ 3 例に著明な

活性減少を見いだしている。また、赤血球

UROD 活性は溶血性貧血症、鉄芽球性貧血症、

遺伝性コプロポルフィリン症患者で高値、

先天性赤芽球性ポルフィリン症、多様性ポ

ルフィリン症、鉛中毒、多ハロゲン芳香族

化合物中毒で低値を示す 33)が、その理由は

不明である。 

 

８．関連検査項目 

s-PCTでは赤血球 UROD活性が正常であっ 

ても尿中の 8，7-カルボキシルポルフィリ

ンが著増する。また、糞便中にイソコプロ

ポルフィリンの増量が認められる。 

PCT では高頻度にＣ型肝炎などのウイル

ス感染を合併していることから、肝炎ウイ

ルスやエイズウイルスなどの有無を検査す

る。HEP では溶血性貧血が見られ、血液中

プロトポルフィリンの測定を行う。 

 

 

 

Ⅵ コプロポルフィリノ－ゲン・オキ

シダ－ゼ 

Coproporphyrinogen oxidase（CPO） 

 

 

１．概 説 

表１１．ウロポルフィリノゲン脱炭酸酵素活性の正常値と異常値

組織 活性単位 正常値 PCT HEP 文献

肝 pmol CP/mg pr/min 22.3(n=12) 9(n=7) 31

    nmol CP/mg pr/hr 0.46±0.03(n=9) 0.009 32

赤血球 nmol CP/ml RBC/hr 81.9±18.8 22.0c) 33

45.4～55.7e)(n=4)

36.0±6.45 (SD, n=19) 24.2±9.91 (SD, n=14)c) 34

nmol PP/mg Hb/hr 0.37±0.01 (SE, n=13)a) 0.2±0.01a),c) 35

0.35±0.01 (SE, n=16) 0.22±0.01b),c)

0.36±0.01 (SE, n=29) 0.21±0.01d)

pmol/mg Hb/min 15.5 (n=20)a) 9.1(n=4)g) 1.1(n=2) 36

14.8 (n=16)b)

nmol CP/ml RBC/min 1.48±0.13 (SD, n=5) 0.23c) 31

μmol CP/lRBC/min 2.7±0.52 (SD, n=25) 2.8±0.5（SD, n=44)ｆ） 37

1.35±0.24 (SD, n=19)g)

繊維芽細胞 pmol CP/mg pr/min 18.5 (16～24.3) 7.4( 5.2～9.6)g) 1.5f),  11.5e) 36

a) 男性、ｂ）女性、ｃ）患者、ｄ）瀉血治療後、e）キャリア、f)散発性PCT,　g)家族性PCT

ＣＰ：コプロポルフィリノーゲン、ＰＰ：プロトポルフィリン、Ｈｂ：ヘモグロビン、ＲＢＣ：赤血球
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CPO (coproporphyrinogen (copro’gen) 

oxidase, CPOX,EC 1.3.3.3)はミトコンドリ

ア酵素であり、copro’genⅢのＡ，Ｂ環の

プロピオン酸基から 2 つの水素を引き抜い

てビニル基とし、ハルデロポルフィリンお

よび protoporphyrinogen (proto’gen) Ⅸ

の生成を触媒する。CPO はコール酸などの

可溶化剤を用いなくても容易にミトコンド

リアから可溶化されることから、ミトコン

ドリア内膜の間隙に局在するといわれてい

る。 

 

２．検査の目的 

 遺 伝 性 コ プ ロ ポ ル フ ィ リ ン 症

(Hereditary coproporphyria; HCP)および

そのキャリアの確定診断 

 

３．測定法 

本酵素は copro’genⅢ型異性体に対し

てのみ作用し、Ⅰ型異性体は基質とならな

い。ヒト臨床材料からの測定には [14C] 

copro’genⅢから[14C] proto’gen の生成

量を測定する放射化学的方法が有用されて

きたが、最近では HPLC 法が開発され 40) 、

肝生検材料などの微量試料からの測定に利

用されている。 

 

４．基準値 

 生 検 肝 で は 6.7 ± 1.7 nmol PROTO/g 

protein/hr (n=4)41) 、 リ ン パ 球 489 ±

95pmolPP/mg protein (n=86)42)であるが、

日本人についてはあまり報告がない。 

 

５．生理的変動(測定に影響を及ぼす因子) 

 酵素反応には酸素の存在が必要であり、

酸素以外のオキシダント類では代用できな

い。鉛などの重金属、SH 阻害剤、EDTA では

阻害されない。 

 

６．臨床的意義 

 CPO の遺伝的欠損症として HCP が知ら

れている。HCP 患者およびそのキャリアの

肝、赤血球、リンパ球などの組織細胞中の

CPO 活性が正常の約 50％に低下している

ので確定診断に重要である。Nordmann ら 43) 

によって新しく CPO 活性が正常の約 10％

であるハルデロポルフィリン症（劣性遺伝

を示すホモ接合型）の兄弟例が報告された。

この患者の両親は共に 50％以下の HCP で

あり、その後、本症例の分子異常が検出さ

れている 44) 。鉛中毒時におけるコプロポ

ルフィリン尿とは無関係である。 

 

７．関連検査項目 

 尿中ポルフィリン前駆物質、屎尿中のコ

プロポルフィリン及びハルデロポルフィリ

ンの測定。 

 

 

Ⅶ プロトポルフィリノ－ゲン・オキ

シダ－ゼ 

Protoporphyrinogen oxidase（PPO） 

 

 

1．概 説 

PPO (protoporphyrinogen (proto’gen) 

oxidase, PPOX,EC 1.3.3.4)はミトコンドリ

ア酵素であり、proro’gen Ⅸの 6 つの水素

原子を除去してプロトポルフィリンⅨ 

(PROTO)の生成を触媒する。 

 

２．検査の目的 

多 様 性 ポ ル フ ィ リ ン 症 (Variegate 

porphyria; VP)およびそのキャリアの確定

診断。 

 

３．測定法 

 本酵素は proto’genを基質として PROTO 

の生産を触媒する。反応液はリン酸カリウ

ム緩衝液 pH7.2～8.7 、EDTA､ DTT､ Tween 

80､ proto’gen 、酵素液（ 0.5 ～ 0.1mg)

からなり、これを好気的条件下で一定時間

反応し、生成した PROTO の量を自記蛍光分

光光度計 (Ex=410nm, Em=633nm) で定量す
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る 45) 。 

 

４．基準値 

線維芽細胞、白血球での測定がある 9)が、

基準値と言うものはとくに設定されていな

い。 

５．生理的変動(測定に影響を及ぼす因子) 

酵素反応には酸素の存在は不可欠である。 

 

６．臨床的意義 

VP の確定診断に重要であり、患者の白血

球および培養皮膚線維芽細胞の PPO 活性

の低下が報告されているが、その他の疾患

についてはあまり報告がない。 

 

７．関連測定物質 

 尿中ポルフィリン前駆物質と屎尿中のポ

ルフィリン分画の測定 

 

 

Ⅷ フェロケラタ－ゼ 

Ferrochelatase（FeC） 

 

 

1．概 説 

Ferrochelatase, FECH, EC 4.99.1.1)は

ミトコンドリア内膜酵素であり、プロトポ

ルフィリンⅨ（PROTO）への鉄(２価鉄)導入

反応を触媒し、ヘムの合成を促進する。臨

床では長い間ヘム合成酵素と言われてきた。 

 

２．検査の目的 

赤 芽 球 性 プ ロ ト ポ ル フ ィ リ ン 症

(Erythropoietic protoporphyria; EPP)、

肝 ‐ 赤 芽 球 性 ポ ル フ ィ リ ン 症 (hepato- 

erythropoietic protoporphyria; HEP) の

患者及びそのキャリアの確定診断。 

 

３．測定法 

生体内での基質は PROTO と Fe2+であるが、

人工産物であるメゾポルフィリンⅨ(MESO)

やデュ－テロポルフィリンⅨも基質として

利用される。また、Fe2+の代わりに Co2+や

Zn2+も利用できる。これら基質のうち、最

も良く利用されているのは MESO と Fe2+で

ある。酵素活性の測定法としては①[59Fe]

のヘム導入量を有機溶媒で分離し測定する

方法、②分光光度計でポルフィリンの吸光

度の減少を直接測定する方法、③ピリジン

－ヘモクロモ‐ゲン酸化－還元差スペクト

ルを測定する方法、④亜鉛と MESO から Zn

結合 MESO の生成量を HPLC で分離定量する

方法がある。微量生検材料からの測定には

①と④が適しているが、①は放射活性を測

定するのであまり一般的な方法といえない。

最近では、④を用いた HPLC 法が有用されて

いる 46) 。すなわち、酵素標品に Zn2+ 、MESO、

Tween 20、パルミチン酸、 DTT、を添加し、

遮 光 下 で 一 定 時 間 反 応 後 、 生 成 し た 

Zn-MESO 量を蛍光(Ex=410nm, Em=580nm) 測

定する。 

 

４．基準値 

 骨髄、肝、線維芽細胞、白血球での測定

がある 9)が、基準値というものはとくに設

定されていない。 

 

５．生理的変動(測定に影響を及ぼす因子) 

本酵素は典型的な SH 酵素であり、ALAD

と同様に鉛イオンによって強い阻害を受け

る。また、脂肪酸の添加によって活性化さ

れ、Pb, Co, Zn, Cu, Mn などの金属イオン

によって阻害される。 

 

６． 臨床的意義 

 EPP の骨髄赤芽球、肝、白血球などの FeC 

活性は正常の 20～30％であるため確定診

断に重要である。 

 

７．関連検査項目 

 赤血球および血漿中の PROTO の測定と、

尿中のポルフィリン分画の測定。 
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Ⅸ おわりに 

ポルフィリン症は決して稀な疾患でなく、

今後、環境の変化と共に増加するものと思

われるが、本疾患においては早期発見が極

めて重要である。この問題を解決すべくポ

ルフィリン代謝産物およびその関連酵素活

性の標準的な簡易測定法の開発など早急に

自動化されることが期待されるが、現状は

ポルフィリン症研究者の減少によって測定

されることがむしろ稀となった。 

本稿は日本臨牀「広範囲血液、尿化学検

査、免疫学的検査」第 6 版(2004)47)に掲載

したものを加筆・修正した。 
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