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ビタミンKは血液凝固のK
J. Evan Sadler
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ラット、マウスおよびヒトでの遺伝的連鎖の比較研究から、
ビタミンK代謝の重要な成分がついに突き止められた。
ビタミンK の代謝反応は、今日最も一般的に使われている抗凝固薬の標的である。
原文：Medicine: K is for koagulation
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タミンは医学的、経済的にみて極めて

タンパク質で必須アミノ酸残基のカルボキシ

て還元型ビタミン K となる。VKOR 活性はワ

重要である。その一例にあげられるの

ル化が妨げられるために血液凝固が損なわれ

ルファリンによって阻害される。ワルファリ

が血液凝固に不可欠なビタミン K で、
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複数種の血液凝固因子の欠損は、ビタミン K 依存

Alumni Research Foundation の頭文字を
とって、ワルファリン
（warfarin）と名付けた。
ビタミン K が欠乏すると、数種の血液凝固
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性カルボキシラーゼかエポキシド還元酵素のどち
らかの変異によって起こりうる。Rost たち 1 と Li

この染色体はマウスの 7 番染色体と相似であ
げっしるい

VKOR がヒトの 10 番か 12 番か 16 番の染色体
上にあることまで絞り込むことができた。
第二に、いくつかのビタミン K 依存性血液
凝固因子を遺伝的に欠損する人々の一部に

たち は、ビタミン K エポキシド還元酵素の遺伝子

VKOR 活性を欠損する人があり、この欠損症

を突き止めた。
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16 番染色体上にあることが突き止められた。
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Li た ち は そ の 次 に RNA 干 渉 法 を 使 っ て

動物生体内でビタミン K エポキシドを還元す

Fregin たち 5 は、VKOR 変異の種類の違いがワ
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も発見できるかもしれない。
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リンによって阻害される。血液凝固因子欠損
症の患者の遺伝子がコードする変異タンパク
質は、予想された通り不活性である。意外なこ
とに、ワルファリン耐性をもつ人々の変異タン
パク質は、培養細胞で調べた場合にはワルファ
リンに対してかなりの感受性を示す。VKORC1
変異が生体内でどうやってワルファリン耐性
を生じるのかは、まだ解明されていない。

Li たち 2 は、VKOR 変異患者を研究対象とす
る機会に恵まれなかったが、この不利な条件
を独創的な方法で乗り越えた。彼らはまず、

16 番染色体の問題の領域から、機能がわかっ
ていたり機能の予想がついていたりするタン
パク質の遺伝子を除外した。次に、膜貫通領

ナノファイバーは
どうやって伸びる？
Pulickel M. Ajayan
..........................................................................................................................................................................................

カーボンナノファイバーが炭素を含む蒸気からできてくる原子スケールの仕組みは、
数十年の研究にもかかわらず解明されていなかった。今回の研究では、高分解能の
電子顕微鏡を使って、炭素分子がでこぼこの上を動いていく様子が明らかにされた。
原文：Nanotechnology: How does a nanofibre grow?
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域と思われる領域をもつタンパク質の遺伝子
候補を 13 個選び出した
（VKOR は膜タンパク
質だと見られているためである）
。
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Arcy Thompson は歴史的な研究書 On

は成長を支配する力を図解している」と書い

Growth and Formi1 の中で「物体の形

た。しかしながら、多くの場合、成長と形態の
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