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総論 

唾液腺について 

 

口腔は常に湿った状態にあり、唾液ｓａｌｉｖａと呼ばれる液体が常に口腔内に行き渡

っており、さらに被覆粘膜と歯の間を占めている。唾液は様々な成分から構成されており

各々が固有の機能を果たすことによって口腔内の健康を保っている。例えば、唾液分泌量

の低下している患者では口腔内の免疫能力が低下し多発性の齲蝕や辺縁性歯周炎などを引

き起こす傾向にある。 

 ヒトの唾液腺は 3 対の大唾液線 major salivary glands，すなわち耳下腺 parotid glands  

顎下腺 submandibular glands 及び舌下腺 sublingual glands に分類される。これらの腺

は口腔の外部に存在し、被膜によって覆われており分泌物を排出するための長い導管系を

持つ。その他にこれらより小型の多数の小唾液腺 minor salivary glands つまり口唇腺  

labial glands 、舌腺 labial glands、口蓋腺 palatal glands、頬腺 buccal glands、舌口蓋

腺 glossopalatine glands、後臼歯腺retromolar glands、がありこれらの腺は粘膜内または

粘膜直下に位置し、短い導管系を有しており、被膜に覆われていない。 

 大唾液腺から分泌されるものはすべてが同じというわけではなく、耳下腺はアミラーゼ

に富む水のような漿液性の唾液を産生し分泌する。一方、舌下腺ではムチンに富んだ粘張

性の唾液を分泌する。このように唾液線は部位によって唾液の組成が異なるので、口腔内

の唾液は各唾液腺の混合したものと考えられる。この混合唾液の組成はすべての唾液腺か

ら排出された唾液の総和という訳ではなく口腔内の歯面に付着するペリクルなどに吸着さ

れたりするので成分は大きく変わってくる。 
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唾液腺の機能 

 唾液腺は様々な役割を果たすがすべては口腔内の保護及び全身の健康を保つために行わ

れている。唾液の役割は大きく分けて１．保護 ２．緩衝 ３．消化 ４．味覚 ５．抗

菌作用 ６．歯の保全 ７．組織の修復 に分類される。 

 

1. 保護 

 唾液の口腔粘膜の保護機能は様々な形で働いている。唾液に含まれる粘液性を付与する

糖タンパクが有害な刺激や微生物の毒素、小外傷などに対して防壁を形成し、被覆粘膜を

保護したり、その粘性によって食塊形成の際の潤滑材となったりもする。また唾液の濃度

は非粘着性の細菌や非細胞性の破片などを口中から洗い流す機械的洗浄作用に適している。 

特にこの洗浄作用により口中の糖は効果的に除去されて、酸性歯垢中の微生物が糖を利用

することを防ぐ。また唾液中に含まれるカルシウム結合タンパクを含んでいるため保護膜

の機能を果たすペリクル pellicle の形成を助ける。 

 

2. 緩衝 

唾液には緩衝作用があり次の 2 つの方法で口腔を保護するために働く。第一には多くの

細菌は特定の pH でのみ盛んに増殖するので潜在性病原体に至適環境を与えないように唾

液が緩衝作用を発揮し、細菌の増殖を妨げる。第二は歯垢の微生物は砂糖から産を形成す

るのでその際唾液は緩衝作用を迅速に行い、かつ口腔内を清掃することによりエナメル質

の脱灰を防ぐ。 

唾液の緩衝作用自体は主として含まれる重炭酸イオンとリン酸イオンによるものである。

唾液タンパクに付着したマイナスに荷電した残留物も緩衝作用を持つと考えられている。
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すなわちシアリン sialin と呼ばれる単離された唾液のペプチドは発酵性の炭水化物にさら

された歯垢のｐH の上昇に大きな役割を果たす。う蝕が活発に進行している人では唾液と

歯垢のｐH は一般に低いので、唾液が酸を緩衝する能力が非常に重要である。 

 

3. 消化 

 唾液は消化に大きな役割を果たす。味覚を鋭敏にし食道の内容物を中和し、胃の半流動

体の消化物を薄め、そして食物塊を形作る。さらに唾液はアミラーゼ amylase を含んでい

るので澱粉を消化する。 

 

4. 味覚 

 唾液は味覚にも作用する。唾液は味物質を溶解し味蕾に運ぶためにも重要である。さら

に唾液は味蕾の成長と成熟に必要と考えられているガスチン gastin と呼ばれるタンパクを

持っている。 

 

5. 抗菌作用 

 唾液は口腔内でコロニー形成を図ろうとする微生物に対して重大な生態学的影響を及ぼ

す。また唾液は粘液性含有物の防御効果に加えて、抗菌的な性質を持つタンパクのスペク

トルを含む。そのなかでもリゾチーム lysozymeはある種の細菌の細胞壁を加水分解する酵

素である。ラクトフェリン lactofrrinは遊離鉄に結合することでその過程で細菌に必要な鉄

を奪ってしまう。 

 その他にも唾液の中には抗体が含まれている。主な唾液中の免疫グロブリンは分泌型の

IgA で微生物を凝集する作用を有する。 
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6. 歯の保全 

 唾液はカルシウムイオンとリン酸イオンで飽和している。このような高濃度のイオンの

ために歯の表面におけるイオン交換は確実に行われる事になる。このイオン交換は歯の萌

出とともに始まる。エナメル質の成熟に伴い表面は硬くなり透過性は減少してう蝕に対す

る抵抗性は高まっていく。もしう蝕が進行してもエナメル質の空洞化に至らないうちに止

まればその部分の再石灰化は可能である。再石灰化はおもに唾液中のリン酸イオンやカル

シウムイオンを有効に利用することによって行われる。 

 

7. 組織の修復 

 臨床的に口腔組織の出血時間は他の部位の出血時間よりも短いと考えられている。実験

的に唾液と血液を混合したときの凝固時間は血液のみの時よりも著しく加速されるが、凝

血塊は通常よりも柔らかい。その他にも唾液中に含まれる上皮成長因子が含まれているお

かげで創傷の治癒機転も他の部位に比較して早いのも特徴である。 

 

唾液腺の解剖 

 

耳下腺は最も大きな唾液腺で耳の前方で下顎枝の後方部に位置する。その重さは１４～

２８ｇで顔面神経の末梢枝に接している。耳下腺の導管は抗菌を横切り前方に走るので歯

を食いしばるとこの位置で頬の上から容易に触知できる。導管は抗菌の前縁で深部に向か

い上顎第二大臼歯に対向する頬粘膜上にある耳下腺乳頭に開口する。 

 2 番目に大きい唾液腺である顎下腺は口底部の後部にあり、下顎の内面に詰め込まれてい
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る。重量は平均的に１０～１５ｇである。導管は前方に走り舌下部の舌小体の外側部の舌

下小丘に開口する。 

 アーモンド状の舌下腺は三大唾液腺の中で最も小さく重量は約２グラムで舌の側面と歯

との間の口腔底部に位置する。不定数の細い導管が舌下ヒダに開口して分泌物を口腔内に

排出する。ヒトでは舌下腺と顎下腺はしばしば部分的に合体して大きな舌下腺・顎下腺複

合体を形成する。 

 多数の小唾液腺（６００から１０００個ぐらいと推定されている）が口腔粘膜の粘膜下

層にいたるところに存在して個別の小集団を形成している。小唾液腺がない場所は歯肉と

硬口蓋前方だけである。小唾液腺はすべて粘液腺 glands of Von Ebner であるがエブネル腺

だけは例外で漿液腺である。エブネル腺は舌の有郭乳頭の溝の下方に位置する。 

 

唾液腺の発生 

 

唾液腺は口腔上皮の肥厚から始まり、その肥厚が上皮下の外胚葉性間葉の中に伸びて小

さな蕾を形成する。この蕾は上皮から続く索状物により表面とつながる。同時に外胚葉性

間葉細胞が蕾の周囲に集合する。ここまでの一連の出来事は歯胚形成の初期段階に多少似

ている。その後、上皮蕾は分裂して２個あるいはそれ以上の新しい蕾を形成する。この過

程はさらに進行し次の世代を生み出し、腺は次々に枝分かれしてゆく。外胚葉性間葉は歯

の発生と同じように唾液腺の発生に際しても、腺の形態形成と細胞分化に必要であり、重

要な役割を果たす。すなわち第一鰓弓の存在が絶対必要であり、様々な組み換え実験によ

って証明されている。例えば、唾液腺以外の外胚葉性間葉を唾液腺の上皮と組み合わせる

と上皮はそのままで腺上皮には分化しない。また唾液腺の外胚葉性間葉と膵臓上皮と組み
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合わせると膵臓の腺細胞が分化する。このような実験結果からも発生の際には上皮と間葉

の間に精密な相互作用があることがわかる。唾液腺では蕾が分裂する場所には上皮細胞内

の微細繊維の収縮により決まる。しかし、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ型コラーゲン、ラミニンおよびプロ

テオグリカンが上皮細胞周囲に規則正しく配列することも次に起こる蕾の分裂にとって必

要である。 

分枝した唾液腺上皮内に腔所は、まず主索の遠位部末端と分枝索で形成されついで主索

の近位端、最後に主索の中央部で形成される。導管の内腔の形成は、終末蕾に内腔が形成

される以前に導管の分枝に至るまですべて完了している。管腔の形成を決める要因は不明

である。しかしそれは想像されているような発生中の終末部からの分泌物の細胞が分離す

るのではない。その理由はこのときまだ分泌細胞はまだ形成されていないからである。ま

た予定された細胞死programmed (apoptotic) cell death も管腔形成には関与しない。 

終末蕾に内腔が現れ始めると蕾は分裂しさらに終末嚢の内部で分泌単位が発生し最内層

の細胞は種々の分泌細胞に、外層の細胞の一部は収縮性を持つ筋上皮細胞へと分化する。 

このようにしてあたかも葡萄の房の様に成長するが唾液腺の場合は実質をつなぐ結合組

織成分を有している。各終末部と導管は血管と神経が通る少量の結合組織成分により支持

されている。結合組織は最後には被膜と、腺と葉と小葉に分ける中隔を形作る。終末部を

作る細胞型の分化を決定する要因は明らかではない。しかし繰り返すと終末部の発生に必

要な条件は外胚葉性間葉の存在である。 

耳下腺の発生は胎生４～６週に始まり、顎下腺は６週、舌下腺および小唾液腺は胎生８

～１２週に始まる。唾液腺の被膜は分化の最終段階に形成されるので上皮の過剰増殖が起

こると顔面骨の中に取り込まれた異所性の唾液腺組織が形成されることもまれではない。 
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唾液腺の構造 

 

 唾液腺の発生に関する記述から腺の実質は末端の分泌終末部secretory end pieces に終

わる一連の導管系からなることが分かる。一連の発生過程に続いて、唾液腺の主導管は次

第に分岐して細い導管に(線状部 striated dcuts)となり、さらに細い介在部 intercalated 

ducts を経ても盲端の分泌末部の中に続き、実質細胞間微絨毛でふちどられた分泌細管に終

わる。 

 終末部は基底膜に支持されており断面が多角形の細胞の集団でこれが中心腔、すなわち 

腺腔 lumen を囲む。細胞間の空隙は腺腔に続き導管系の起始部となる。漿液腺(例えば耳

下腺)では終末部の細胞は狭い腺腔の周囲にはほぼ球形に配列する。粘液腺 mucinous 

glandsは大きな腺腔をもち、細胞は多角形または管状に並ぶ。 

 分泌終末部には 3 種類の細胞、すなわち粘液細胞mucous cell、漿液細胞 serous cellお

よび筋上皮細胞 myoepithelial cellが存在する。それぞれの細胞の数と分布状態は腺によっ

て異なり、また分泌終末部によっても異なる。 

 基底膜 basement membrane は終末部と導管の周囲をくまなく覆う、すなわち基底膜は

上皮細胞が配列するための複雑な管状の足場を形成し、腺の構造を正常に維持することに

役立っていると考えられている。 

 分泌終末部は腺房 acinus と呼ばれることもあるが、この言葉は誤解を招く恐れがある。
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元来、球状の漿液性終末部を腺房、粘液性終末部を管状分泌終末部と呼んでいたものであ

る。ところが、管状終末部が斜断、もしくは横断されると腺房と同じ形態を呈する。もし

も腺房という言葉を腺の形態を述べるときに用いるのならばむしろ球状腺房あるいは管状

腺房と呼ぶほうが適切であろう。 

 唾液腺の分泌細胞は漿液性と粘液性に分けられる。両者の細胞は組織学的に差異があり、

産生する分泌物も異なるが、その合成や分泌の過程は類似する。唾液は分泌終末部で作ら

れるが２つの成分からなる。その 1 つは腺房細胞の合成と分泌活動によってできる高分子

成分でもう 1 つの成分は血液に由来する液体成分である。高分子成分の生成過程は明らか

になっているが液体成分に関してはあまり明らかではない。 

 

 ⅰ）高分子成分の形成 

腺房細胞の構造は合成と分泌を行う細胞に典型的なもので、豊富な粗面小胞体と発達し

たゴルジ装置、そして多数の分泌小胞を持つ。ゴルジ装置が合成、分泌の際に中心的な役

割を果たす。その役割はタンパクの輸送と濃縮、および修飾、さらに分泌顆粒とリソソー

ム、細胞内の膜成分の輸送の調整である。 

 粗面小胞体で合成されたタンパクは、輸送小胞の形でゴルジ装置へピストン輸送されそ

こでさらに修飾を受けて分泌顆粒に包み込まれて細胞表面へ送られる。そこで分泌顆粒の

単位膜と細胞表面が癒合してその部分が割れてタンパクは細胞の外へ放出される。この放

出の過程を開口分泌 exocytosisと呼ばれ、複雑な過程で進行する。 

 分泌顆粒が細胞膜に接近する際にはいくつかの現象が起こる。それは、形質膜直下の網

状の微細線維の移動と、顆粒と細胞膜の癒合、破裂、それに顆粒膜と細胞膜の 

癒合のための両方の膜の脂質層の再配列である。この過程では分泌顆粒膜が細胞膜に付加
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するので、当然、細胞の表面積全体は増加することになる。すなわち、ここは膜の代償性

の減少機構が無ければならない。細胞を薬理学的に刺激して分泌を起こすと多数の小型の

小胞が頂上部胞体に出現するが、これは膜の飲み込み endcytosis がこの代償性機構である

ことを示している。実際、この小型の小胞を標識するとリソソーム、ゴルジ装置、濃縮空

砲へと標識が移って行く。 

 

 ⅱ）液体成分の形成 

 液体成分の形成は能動的な過程をたどる。唾液腺は、適当な刺激が与えられると、最初

の 1 分間は１５分ごとに唾液腺重量に等しい量の唾液を分泌する。もし単純な濾過機構に

よって液体が輸送されるとするならば、このような多量の唾液の分泌は無理である。 

 適当な刺激により、遊離カルシウムイオン（Ca）が小胞体内の貯蔵場所から放出される

と細胞体内の遊離カルシウムイオン濃度は刺激後数秒のうちに５～１０倍に増加する。そ

の結果、カリウムイオンと塩素イオンが通過する 2 枚の膜のイオンチャネルの開口を伴う

代償性変化が起きる。このときの塩素チャネルは細胞の腺腔側に、カリウムチャネルは基

底面と外側面に限られる。カリウムが細胞外へ放出されるときには代わりにナトリウムイ

オンと塩素イオンが流入する。塩素イオンは腺腔面のチャネルを通って腺腔に出るとされ

ている。 

 

シェーグレン症候群について 

  

シェーグレン症候群（SS : Sjogren syndrome）とは口腔乾燥症 dry mouth、乾燥性角結

膜炎 dry eye、慢性関節リウマチ rheumatoid arthritis を主兆候とする慢性疾患である。
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シェーグレン症候群はスウェーデンの眼科医 Henrick Sjogren（１８９９～１９８６）に

提唱された症候群であり、原因不明の乾燥性角結膜炎 keratoconjunctivitis  sicca の１９

例を報告したものであった。その内、９例に口腔乾燥症状、２例に耳下腺の腫脹、そして

１３例には慢性関節リウマチ rheumatoid arthritis様の多関節炎を伴っていた。シェーグ

レン症候群以前にすでに Mikuliczは１９８８年に涙腺と唾液腺の腫脹をきたした類似の症

例を１例報告していた。また１９２７年に Schaffer と Jacobson は原因不明の外分泌腺腫

脹をきたす疾患を Mikulicz病と呼ぶことを提唱していた。このため１９３３年に提唱され

たＳＳと Mikulicz 病との異同が長く論議されてきた歴史があったが１９５５年の Morgan

と Castleman によって同一病態であることが証明された。 

Sjogren のまとめた最初の患者群に RA 様の関節炎が多かったためにＳＳは初め、RA を

伴う疾患と考えられていた。その後RA のみならずに他の膠原病各疾患にも伴いうることが

認められた。さらに膠原病のみならず慢性甲状腺炎（橋本病）や原発性胆汁性肝硬変症な

どの自己免疫疾患にも伴うことが知られた。 

SS の診断が進むに連れて同様の乾燥症状を示しながらも明らかな全身性疾患を伴わない

例のあることも知られてきた。RA や全身性エリテマトーデスの合併を疑わせながらそれら

の確定診断に至らない例も少なくない。これらの症例の蓄積からSS には必ず全身性疾患の

合併を必要としないという認識も高まり結果、「sicca syndrome alone」例あるいは「sicca 

complex」例と呼ばれる乾燥症候群単独例が広く認められるようになった。この乾燥症候群

単独例を１次性シェーグレン症候群（primary SS）と呼び、全身性疾患に合併する乾燥症

候群例を２次性シェーグレン症候群（secondary SS）と呼ぶ。 

このような臨床観察の記録から現在の SS の疾患概念は次のように要約される。SS は涙

腺および唾液腺の分泌障害（乾燥症状）を主症状とする外分泌腺の系統的な慢性炎症疾患
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で自己免疫疾患に分類される。シェーグレン症候群は一般的に４０歳代以降の中年女性に

好発するため性ホルモンとの関連性も指摘されている。 

 シェーグレン症候群の病理組織像の特徴として導管周囲に存在するリンパ球を主体と

した単核細胞浸潤、導管の拡張、間質の繊維化、脂肪組織浸潤などが挙げられる。導管上

皮、筋上皮の過形成による上皮筋上皮島 myo-epithelial islandと呼ばれる充実性胞巣が形

成されることがある。腺胞細胞の破壊によって唾液腺の分泌量が著しく低下し、乾燥症状

が顕著になる。涙腺でも同様な変化をきたし、いわゆるドライアイ状態を示す。ドライア

イ dry eye が涙液の減少に基づく角結膜炎を主徴候とするならばドライマウス dry mouth

は唾液の減少に基づく広範な口腔機能障害といえる。唾液分泌量の低下につれて唾液の持

つ消化作用の低下、そのほかに咀嚼及び嚥下機能の低下、発音・会話といった口腔運動の

円滑作用、味覚に関する溶媒作用、洗浄作用、殺菌作用、粘膜保護作用、内分泌作用、 

水分代謝の調節、胃液分泌の促進作用など以上の作用が低下してしまう。 

 

〔シェーグレン症候群の検査法〕 

 一般的に口が渇くといっても、その程度や要因性は様々であり多因子による相互関係も

考慮されることからその客観的評価は難しい。これらを系統立てて検査するにも以下のよ

うな検査が有効である。 

検査項目としては 

１）・唾液分泌量測定 

２）・口唇腺の生検 

３）・唾液腺シンチグラフィー 

４）・唾液腺造影 
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５）・血液検査 

６）・口腔乾燥に関するアンケート調査 

７）・齲蝕活動性試験 

８）・精神身体的テスト 

９）・他科対診データ 

などが挙げられる。これらの検査結果を元に治療計画を立ててゆく。 

 

１）唾液分泌量測定 measurements of salivary flow rate 

 

  唾液腺の分泌機能を知るには唾液分泌量を測定することが基本である。測定にはカテー

テルおよび特殊なコップ（Carlson cirttenden cup）を用いるなど目的に応じていくつかあ

るが、スクリーニングの安静時と刺激時における単位時間内の全唾液量採取が簡便かつ一

般的な方法であり、その方法がガムテストである。 

ｂ．方法 

 （１）使用機材の準備を行いチェアーサイドにて測定の目的、ガムの性質や噛み方、分

泌唾液を飲み込まずにコップに入れるなど注意する。 

 （２）軽くうがいをさせた後に１０分間の安静時に採取した唾液をメスシリンダーに入

れ泡沫を除いた目盛りを読み安静時唾液量とする。 

 （３）ついで、歯につかないガムを用いて１０分間同様な手順で刺激時唾液を採取する 

（４）分泌量に異常値を認めたならば、日を変えて再度採取する。 
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２）口唇腺の生検 lip biopsy 

ａ．目的 

 ドライマウスの鑑別診断上、唾液腺組織における障害の程度や障害因子を把握すること

は重要である。シェーグレン症候群に見られる唾液腺の病理組織学的所見の特徴として、

腺胞細胞の萎縮・消失、間質へのリンパ性細胞の浸潤、いわゆる筋上皮島の形成があげら

れているが、核心の所見はリンパ球浸潤像である。もっとも侵されやすい耳下腺の生検に

よる特徴的所見を得ることは診断の確定にも有力なものとなる。 

 しかし耳下腺生検は唾液腺婁や顔面神経麻痺など術後合併症の危険性もあり行われず、

その代わりに侵襲度が少なく、組織変化に相関性の認められる小唾液腺としての口唇腺の

生検が有用とされている。 

ｂ．方法 

 口唇腺は口唇粘膜下に多数存在する。下唇を翻転すると粒々として観察される。キシロ

カインにより浸潤麻酔を行った後に正中よりもやや遠心位に切開を加え、モスキート鉗子

にて粘膜を剥離すると１～２ｍｍ大の黄白色の口唇腺が露呈する。摘出した口唇腺を１

０％ホルマリンにて固定してパラフィンにて包埋してＨＥ染色で観察される。 

ｃ．評価 

 病理学的組織所見は①リンパ球性細胞浸潤、②腺胞変の化、③導管の変化、④間質の変 

が特徴であり、その程度によって５段階に分類評価されている。シェーグレン症候群の厚

生労働省基準には同一小葉内の導管周囲に５０個以上のリンパ球の集合像が陽性所見とさ

れｇｒａｄｅ＋以上が該当する。しかしシェーグレン症候群における口唇腺での変化は一
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様ではなく、その程度は分散を示すがｇｒａｄｅ＋＋＋以上の変化はドライアイ症例には

認められないことから診断的意義を有する。また口唇腺の生検により直接Ｅｐｓｔｅｉｎ

－Ｂａｒｒウイルス（ＥＢＶ）ＤＮＡを検出したり免疫組織学的検査により浸潤リンパ球

の性状を確認するなど研究面にも広く応用されている。 

 

３）唾液腺シンチグラフィーRI-sialography 

 ａ．目的 

 ９９ｍＴｃは半減期が６時間と短くさらにβ線放出がないため内部被曝量が低くさらにγ

線エネルギーが１４０ｋｅＶと適当なため測定器の調節が容易であるという利点をもつ核

種である。９９ｍＴｃは唾液腺に集積し唾液中に排泄され、また酸刺激により唾液分泌量をコ

ントロールできることから耳下腺、顎下腺、舌下腺、口腔におけるＲＩ集積の減少、増加、

残留の定量的な機能情報が得られ、また線実質のおおよその形態を把握できるなど、唾液

腺機能検査法として臨床上用いられている。 

 ｂ．方法 

 ９９ｍＴｃ―pertechnetate１１１～３７０Ｂｑ（３～１０ｍＣｉ）を静注し、シンチカメ

ラ下被験者を仰臥位に固定する。この間、左右耳下腺、顎下腺に関心領域を設定して各領

域における集積を３０秒毎にシンチカメラにてカウントして time-activity curve として表

示する。３０分後（最大摂取時間）に人工的に酸刺激を加え唾液腺に集積した９９ｍＴｃを排

出させる。この刺激はシナール、レモン汁、酒石酸などが用いられる。その後さらに１０

分間測定して再集積状態を見る。これらにより最大蓄積量、最大分泌量を計算し、唾液腺

の機能検査として定量的に表示する。また time-activity curve によりそれに特異的な疾患

を判断する。 
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ｃ．評価 

 唾液腺シンチの集積パターンについて各疾患の特徴を検討するとワルチン腫瘍と好酸性

肉芽腫以外の唾液腺腫瘍は一般に腫瘍の局在と一致してシンチ低摂取領域または欠損像と

して描出される。炎症は急性炎症の場合には一般的に集積増加を認め、慢性の場合には一

定パターンは存在しない。口腔乾燥感を主訴とする疾患の場合シェーグレン症候群では両

側耳下腺、顎下腺のＲＩ集積率の低下、刺激後のＲＩ残像を示したのに対し口腔乾燥症で

は正常パターンが多く見られた。データ処理装置を用いた time-activity curve を利用した

測定機能法ではパラメータ、形により４～５型に分類される。健常者成人における最大蓄

積率は正常の耳下腺で約６１％、顎下腺で約４５％、最大分泌率は耳下腺で約６１％、顎

下腺で約５０パーセントである。管内唾石の場合酸刺激後に刺激分泌の著しい低下を示し

口腔乾燥症では正常のパターンを示すものも多い。 

４）唾液腺造影 sialography 

 ａ．目的 

 唾液腺排泄管開口部より逆行性に造影剤を注入し、導管及び腺体内の造影、撮影を行う

ことで腺体の萎縮、破壊の程度を知ることができる。またカテーテル抜管後の造影により

腺体内の造影剤の停滞、排泄状態つまり唾液腺の唾液分泌機能を見ることができる。 

 

 ｂ，方法 

 ドライマウスの症例の場合、唾液腺造影には一般的に耳下腺が用いられる。唾液腺排泄

管開口部よりカテーテルを挿入し逆行性に造影剤を注入する。造影剤には７６％ウログラ

フィン、４０％モリヨードル、コンレイ 400 が用いられる。造影剤は年齢に応じて量を考

慮する必要があるが 0.5～2.0ｍｌが適量であると考えられている。造影剤注入後、撮影を
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行い唾液分泌機能を見る。 

 

 ｃ．評価 

 ＲｕｂｉｎとＨｏｌｔの分類が用いられる。 

 ｓｔａｇｅ０：正常像 

 ｓｔａｇｅⅠ：直径１ｍｍ以下の点状陰影が腺内にびまん性に認められる 

 ｓｔａｇｅⅡ：直径１ｍｍから２ｍｍ大の顆粒状陰影像が腺内にびまん性に認められ 

末梢排泄管陰影像は認められない 

 ｓｔａｇｅⅢ：嚢胞状拡張となり、大きさも不揃いで顆粒の数の減少が認められるもの 

 ｓｔａｇｅⅣ：不規則な形の漏洩と貯留を認める破壊像が認められるもの 

 ｓｔａｇｅ０とされる症例の中で、特に末梢導管の拡張、末梢性斑紋化像を示すものの

中に早期のシェーグレン症候群を示唆するものも含まれるとの報告も多くこれらの所見を

示す場合、他の検査と組み合わせ注意深く検討する必要がある。 

 ｓｔａｇｅⅡ以上の確実例では病理学的検索との間に相関が見られ診断意義は高い。し

かしシェーグレン症候群早期症例は見逃す危険性含んでおり、末梢導管の拡張、末梢性斑

紋化像を示すものには注意が必要である。また萎縮を伴う症例では逆行性造影剤注入は患

者の苦痛度が著しく、また排泄不良の症例では造影剤の残留より腺体の萎縮、破壊が進行

したとされる症例も報告されており他の検査項目で判断がつく場合には避けたほうがよい

方法である。 

 

〔シェーグレン症候群の治療法〕 

 一般的な口腔乾燥症の治療には原因が明らかな場合にはその原因の除去に努めるがシェ
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ーグレン症候群のように原因が不明ですでに腺組織に器質的な変化が生じている場合には

対症療法が主体となる。また口腔乾燥に伴う伴う齲蝕や歯周疾患、さらに口腔カンジダ症

に伴う口腔粘膜症状などの改善および予防を考慮しながら治療に当たることが重要である。 

  

ａ．唾液分泌を促進するもの(シュガーレスガム、レモン、梅干など) 

 味覚や咀嚼により唾液腺を刺激し、唾液の分泌を促進させる。また視覚や嗅覚を刺激さ

せることにより唾液分泌を促進させる工夫も重要である。しかし唾液腺の高度な破壊の症

例では刺激に伴い疼痛を伴うことがあるので徐々に刺激を高めていく必要がある。 

 

ｂ．口腔内環境の改善及び向上に用いる薬剤（イソジンガーグル、ハチアズレン、オラド

ール、メチルセルーロスニトロフラゾンなど） 

 口腔内の湿潤及び消毒効果があるため、齲蝕や感染の予防、あるいはカンジダ症には有

効である。市販の含嗽剤のなかには刺激的なものが多く疼痛を伴うことがあるので要注意

である。また含嗽後、乾燥感の増悪が見られるものもある。 

 

ｃ．唾液分泌の誘発ならびに併発症状に対して効果のある薬剤 

１）トローチ(オランダール、ＳＰトローチ、ダントローチなど) 

 口腔内の接触刺激で唾液分泌を誘発する効果と一部殺菌効果を期待する。 

 

２） 唾液腺ホルモン(パロチン) 

 哺乳動物の唾液腺および同分泌物質より抽出した唾液腺ホルモンを含んでおり、唾液分

泌の増加および唾液腺機能低下や間葉系組織の退行性変化を補う効果が期待され従来は頻
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用されてきた。しかし現在ではあまり効果のないものとされている。 

 

３）植物製剤（セファランチン、エファモールなど） 

 セファランチンはビスコクラウリン型アルカロイドの一種で唾液分泌増加、網内系機能

賦活、抗アレルギー作用などを期待する。またサクラソウ油由来のエファモールは涙腺機

能の亢進が認められている唾液腺に対してはまだ不明で今後の研究が期待されている。 

 

４）去痰剤（ビソルボン、チスタニン、ムコソルバンなど） 

 通常は去痰のために気道粘膜上に用いられるがシェーグレン症候群に投与した場合には

唾液分泌が増加したという報告もある。 

 

５）唾液分泌亢進剤（アネトールリチオンサン） 

 従来から利胆剤として用いられてきたが連続投与によって唾液分泌亢進作用を有するこ

とが判明している。鳥飼らはシェーグレン症候群患者 28 名にフェルビテン（７５ｍｇ／ｄ

ａｙ）を 8 週間連続投与しサクソンテストを行い、唾液分泌量を比較定量した。 

 その結果、8 週連続投与により０．３７±０．６６ｇの増加を示しプラセボ群の     

－０，１０±０．９４ｇと比較して有意な増加認めた（ｐ＜０．０１）と報告している。 

 

ｄ．人口唾液（サリベートなど） 

 人口唾液は無機電解質成分組成からなるエアゾール剤で、正常唾液と類似するように配

合されていることから、不足している唾液成分の補充療法として用いられている。本剤は

少量で口腔咽頭領域を持続的に湿潤させ粘膜の乾燥および萎縮を防ぎ、咀嚼、味覚、嚥下、



 20 

会話などの機能に正常に保つよう作用する。通常 1 回に 1～2 秒間、1 日に 4～5 回口腔内

に噴霧する。 

 一方、効果時間が短いことや人口唾液自体の味に対する患者の不満も多いため、今後の

改善が求められる。 

 

ｅ．副腎皮質ステロイド療法（プレドニゾロンなど） 

 ステロイド剤は強い抗炎症作用、抗アレルギー作用を有し、生体の免疫反応を抑制する。

ステロイド剤の適応となるのは腺外型シェーグレン症候群の一部、進行性の間質性肺炎、

腎炎、難治世の唾液腺腫脹、微熱、リンパ節の腫脹が反復、持続する場合、薬剤アレルギ

ーの強い場合、抗γグロブリン血症による高度粘張症候群、二次性シェーグレン症候群の

一部などである。 

 一般に腺型シェーグレン症候群はステロイド剤の適応にはならないと考えられている。

その理由としては乾燥症状が出現したときにはすでに腺膀の破壊、萎縮をきたしておりス

テロイド剤を用いても必ずしも症状の改善が認められないことが挙げられる。また症状の

改善が見られる場合でもステロイド剤の漸減により症状の再燃を見る可能性もあるからで

ある。 

  

ｆ．漢方薬 

 最近、漢方薬の麦門冬湯、白虎加人参湯などが口腔乾燥症の軽減を目的に試みられ、比

較的よい成績を挙げている。単独使用のみならずビソルボンやムコソルバンなどと併用し

て良好な結果を示している。 

 



 21 

ｇ．インターフェロン療法（インターフェロンα：ＩＮＦ－α） 

 塩沢らは一次性シェーグレン症候群10例に対してＩＮＦ－αを週一回 100万単位で筋注

を 8 週間連続投与し唾液分泌量をｓａｘｏｎテストで定量した。その結果ＩＮＦ－α投与

後 4 週では 70％の例で０．０３ｇ以上の分泌量の増加を認め、80％の例で１．２９倍以上

の分泌増加率の上昇をみとめＩＮＦ－αの唾液分泌増加作用を見出したと報告している。 

 この薬剤では副作用として発熱や嘔吐などを起こし８週連続筋注であるため患者に対し

て苦痛を与えることになるので今後は経口投与薬の開発が期待される。 
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各論 

 原発性シェーグレン症候群は、外分泌腺の特異的な機能阻害により分泌が抑制されるこ

とで乾燥症状を呈すると推測されている。しかしながら、原因物質の候補は複数挙げられ

るものの、特定はされていない。従って、複数有る候補の機能を分析し、シェーグレン症

候群の病態を理解することが、現在の研究の大筋である。 

候補の一つに、アポトーシス実行因子カスパーゼによる、アクチン関連タンパク質フォ

ドリンの分解が分泌障害を引きおこすことが挙げられている。しかし、この研究は主にモ

デルマウスのタンパク質発現と培養細胞による追試で確立されており、外分泌腺の分泌機

能は検討されていない。このことから、分泌のどの段階にカスパーゼとフォドリンが関与

するかは明らかでなかった。 

各論は、アポトーシスとアクチンについて表記し、そこから予想されるカスパーゼおよ

びフォドリンの関与を推測する。そして、今回行なった実験について述べ、そこから得ら

れた知見を考察する。 

 

１）アポトーシス 

 アポトーシスとは、細胞のプログラム化された死のことである。アポトーシスを起こす

細胞は、周囲からレセプター性、あるいはことなる刺激をうけ、細胞死が開始される。ア

ポトーシス細胞は、まず浸透圧が変化して縮小しする。次に、核クロマチン凝集と呼ばれ

る DNA のヌクレオソーム単位の断裂が起こる。その後、形質細胞膜の表面に泡が立ったよ

うブレッビング（ blebbing）を起こすとともに核が断片化し、アポトーシス小体という細胞

質と細胞小器官を含んだ小胞が形成される。以上の行程を経て細胞は生理的に融解してい

く。 
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 アポトーシスは、大きな細胞の形態変化を経る。細胞の縮小や blebbing などの細胞の形

態変化は、カスパーゼカスケードを介しアクチン細胞骨格が行なう。カスパーゼは、シス

テイン残基を特異的に切断する酵素で、アポトーシスには１２のアイソフォームが関与す

る。カスパーゼは、イニシエーター因子と実行因子の２つに分類される。どちらのカスパ

ーゼも、上流のカスパーゼやアポトーシス関連タンパク質によって３つのフラグメントに

切断され、４量体を形成することで酵素活性をもち、タンパク質の分解を行なう。カスパ

ーゼ３は、カスケードの下流に存在する実行因子で、その下流には低分子量 G タンパク質

の一つ Rhoが存在する。Rhoは、アクチンの重合促進に関与するカスケードを下流に持ち、

最終的にアクチン関連タンパク質が活性化する。アクチン関連タンパク質は、アクチン線

維の架橋や束化などの修飾を行ない、細胞の縮小や blebbing を実行する。 

 

２）アクチンとアクチン関連タンパク質 

 細胞は、繊維状の細胞骨格を持つ。細胞骨格は、その太さによりアクチン繊維（直径５

～８nm）、中間径繊維（直径１０nｍ）、微小管（直径２５ｎｍ）に分類される。細胞骨格

の機能には細胞形態の維持、細胞内物質輸送および細胞外情報伝達が挙げられる。 

 そのなかでもアクチン繊維は球状タンパク質から形成され必要に応じて重合や解離が素

早く調節される。アクチン繊維は小腸粘膜繊維の微絨毛内部などによく発達し、その形態

維持に寄与している。筋肉細胞内ではアクチン繊維とミオシン繊維が平行に配列しエネル

ギー消費にともなう繊維の滑り込みで収縮が生じる。一方、非筋細胞では、アクチンが細

胞膜直下に存在し、細胞の形を決定するとともに、細胞分裂、細胞走性、アポトーシス、

開口放出などの生理的な機能を担っている。上皮細胞では、自律神経系のレセプター刺激

に応じてアクチン繊維が様々な形を形成する。 
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 アクチンは、重合した線維状の多量体を形成することで、細胞の速い運動に関与する。

線維状アクチンは、細胞内の単量体アクチンの濃度に応じ、薄ければ解離(脱重合)し、濃け

れば重合する性質を持っている。アクチン線維の重合・脱重合は律速である。アクチン線

維の周囲では、濃度の分布が生じ、重合側でアクチン単量体の濃度が濃く、脱重合側で薄

くなっている。アクチンの重合速度は重合が脱重合より速いため、アクチンは重合側に延

長する。 

 以上のアクチンの性質は、試験管内で人工的に模倣することができるが、細胞内ではア

クチンの性質を促進したり、阻害したりするアクチン関連タンパク質が多種多様に存在す

る。アクチン関連タンパク質は、１．重合・脱重合促進、２．重合側・脱重合側のキャッ

ピング、３．アクチン線維分岐、４．アクチン線維架橋、５．アクチン線維束化、６．そ

の他の６種類に分けられる。 

 

３）フォドリン 

 フォドリンは、シェーグレン症候群患者の血清中に高値を示すタンパク質である。フォ

ドリンは、アクチン関連タンパク質であり、アクチン線維架橋タンパク質のスペクトリン

のサブタイプである。細胞膜にはアクチン線維の裏打ちが存在するが、フォドリンはアク

チン線維を架橋して裏打ちのネットワーク形成に関与する。唾液腺では、耳下腺腺房細胞

に発現が認められているが、生理的な機能には不明な点が多い。 

 活性型のフォドリンは、二量体を形成しているが、カスパーゼ３により二量体が離れて

単量体になる。シェーグレン症候群では、この現象をウェスタンブロットで確認すること

ができる。 
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４）実験および考察 

 以上のことから、アクチンはシェーグレン症候群にフォドリンやカスパーゼを介して関

与することが予測される。そこで、アクチン機能変化の誘導剤として、細胞骨格の関連試

薬を使用することにした。 

 Japlakinolide は、フィジー沖に棲息する海綿の一種 Jaspis Jonstoni より抽出された毒

素で、抗真菌薬および抗ガン剤として使用できると期待されていた。その後の研究により、

生体には毒性が高すぎることが明らかになるとともに、細胞骨格の阻害剤としての機能が

発見された。Jasplakinolideは、アクチン線維の側面に結合して、そのターンオーバーを阻

害することでアクチンの再構成を阻害する。上皮系および非上皮系の培養細胞において、

アポトーシスを誘導したという報告があるが、メカニズムは明らかでない。また、組織か

ら単離した肺上皮細胞に、３０分という短い時間でブレビングを誘導したという報告もあ

る。 

  Jasplakinoideを使用し、人工的に核の断片化を誘導するとともに、カスパーゼの関与を

検討し、生理的なカスケードを介したアポトーシスであるかを検討する。もし jasplakinoide

誘導性のアポトーシスが観察されるということは、アクチンフィラメントがアポトーシス

に重要な役目を果たすことになり、アポトーシスの一つのモデル系へと体系づけられるの

ではないかという仮説に基づく。 

  

〔目的〕ラットの耳下腺腺房細胞におけるアポトーシスがアクチンフィラメントの形態的

変化とどのように関連しているのかを調べる。 

 

〔材料および方法〕 
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耳下腺腺房細胞の調整 

 

実験に用いる耳下腺腺房細胞は酵素消化法により分離した。6 週齢 Sprague-Dawrey 系

ラットは東京歯科大学動物実験指針に基づき取り扱った。両側耳下腺は、ラットにペント

バルビタールを 50 mg/kg 腹腔内投与し、麻酔下にて摘出した。 

耳下腺は細断後、O295%/CO25%混合ガス飽和した Krebs-Ringer-bicarbonate 液(KRB)

に混和し洗浄した。洗浄した耳下腺は、0.5% Bovine Serum Albumin(BSA)-KRB 液中に懸

濁し、37 度、280回転の振盪下でトリプシン 50 U/mlを 10 分、トリプシンインヒビター1 

mg/ml を 5 分、コラゲナーゼ 75 U/ml を 20 分反応した。組織懸濁液は 8 層のナイロンメ

ッシュで濾過後、4% BSA液に重層し、60 g で 5 分間遠心分離し、最終沈殿物を耳下腺腺

房細胞とした。 

 

フローサイトメーターによる断片化核の測定 

 

  酵素消化法により得られた耳下腺腺房細胞は、トリプシンインヒビター1 mg/mlを含む

0.5% BSA-KRB 液で 108 個に調製した。Jasplakinolide濃度は、1, 3, 10 µM とした。陰性

対照および jasplakinolide処理細胞は、37 度、130 回転の振盪下で 30 分刺激した。刺激後 

細胞を高張液[0.1% sodium citrate, 0.1% Triton -X 100, 1mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 50 

mg/ml propidium iodide]にて一晩処理し、propidium iodide陽性の核を得た。断片化核を

含む懸濁液は、蛍光強度に対する断片化核の数を Flow Cytometry System FACSCalibur 4

にて測定した。 
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ウェスタンブロッティング 

  Jasplakinolide は、文献に従い最終濃度 3 µM とした。陰性対照および jasplakinolide

処理細胞は、37 度、130 回転の振盪下で 15 分刺激した。刺激後、洗浄された細胞は、

Cytoskeleton 社製 solubilizing buffer にて溶解し、全細胞溶解液を得た。溶解液は、

NewEngland Biolabs 社製サンプルバッファーと混和し、100度 5 分で変性、可溶化した。

可溶化液は、Bradford 法に従いタンパク質濃度を定量した。可溶化液はタンパク質濃度を

25 g に調製し、15%ポリアクリルアミドゲルにて25 mA、60 分電気泳動を行った。ポリア

クリルアミドゲル内のタンパク質は、ニトロセルロース膜に 12.5V、16 時間で転写した。

ニトロセルロース膜は50 分ブロッキング処理後、一次抗体として抗カスパー3 抗体(1:250)

で 2 時間反応した。二次抗体には Horse Radish Peroxidase conjugated goat anti-rabbit 

IgG を用いた。一次抗体陽性タンパク質はGE ヘルスケア社製 ECL-Plus で処理後、同社製

Hyperfilm で検出した。 

 

〔結果〕 

Figure 1 

方法で示した方法を用いると、断片化した小さな核は、蛍光強度の小さい粒子として

測定され、ピークが下方にシフトする。Jasplakinolideで反応させた腺房細胞から抽出した

核を propidium iodide 染色し、フローサイトメーターで測定したところ、蛍光強度の低い

ピークが濃度依存性に増加した。 

 

Figure 2 
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抗カスパーゼ３抗体を用いたウェスタンブロッティングの結果、control、jasplakinolide、

cytochalasin D のすべてのレーンに７５ｋＤ及び１００ｋＤのバンドが観察された。特に

jasplakinolide３µＭで１５分間反応させたレーンは１５０ｋＤから２５０ｋＤにかけて２

本の明瞭なバンドが観察された。 

 

〔考察〕 

 

Japlakinolideは耳下腺腺房細胞の核に断片化を引きおこした。従って、jasplakinolide

誘導性のアクチンの安定化は、核の断片化に関与すると考えられる。 

Japlakinolideは耳下腺腺房細胞のカスパーゼ3 に影響した。カスパーゼは、多量体を形

成して活性型となる。Jasplakinolide３µＭで誘導された１５０ｋＤから２５０ｋＤにかけ

ての２本の明瞭なバンドは、多量体形成したカスパーゼ３を検出した可能性がある。 

以上のことから japlakinolideは耳下腺腺房細胞にアポトーシスを誘導したと示唆される。 

カスパーゼ３は原発性シェーグレン症候群の耳下腺で活性化することが、モデルマウス

および培養細胞を用いた実験から観察されている。さらに、このカスパーゼ 3 の活性化が、

アクチン関連タンパク質の一つ fodrin の分裂を引きおこし、細胞の機能に影響を与えるこ

とが示唆されている。以上の知見から、シェーグレン症候群とアクチンは関連することが

予測される。Jasplakinolideは、この現象を解明するツールとして有用である可能性が示唆

された。 
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唾液腺の解剖 
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唾液腺の腺管、及び腺房部のシェーマ 
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唾液腺内の小器官及び細胞骨格について 
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シェーグレン症候群の病理像および唾液腺造影像
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