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研究成果の概要（和文）：心臓特異的ミオシン軽鎖キナーゼ（cMLCK）変異が心筋症の原因か否かは不明であった。我
々は、肥大型心筋症1例においてミスセンス変異を、拡張型心筋症1例において欠失変異を同定した。キナーゼアッセイ
において、ミスセンス変異型cMLCKは野生型と比較して活性亢進を、欠失変異型は著しい活性低下を呈した。変異の同
定された家系においてエクソームシーケンスを行ったが、既知の心筋症遺伝子変異は検出されなかった。キナーゼ活性
亢進型cMLCK変異は肥大型心筋症を、一方失活型変異は拡張型心筋症の原因となり得ることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Recently, cardiac myosin light chain kinase (cMLCK) was cloned from the myocardia
of patients with heart failure, although it is unknown whether mutations in cMLCK gene (MYLK3) causes
cardiomyopathies. We identified a missense and deletion variant in hypertrophic cardiomyopathy (HCM) and
in dilated cardiomyopathy (DCM), respectively. In vitro kinase assay demonstrated enhanced kinase
activity in the missense mutant protein, while diminished activity in deletion mutant protein. Whole
exome sequencing showed absence of known DCM causing mutations in pedigrees harboring the mutation. These
findings suggest that enhanced cMLCK activity may cause HCM, while declined cMLCK activity may cause DCM.
Our data will provide the new insights into mechanisms responsible for cardiomyopathies.
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