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要 旨

唾液は口腔内環境を維持する上で大切な機能を
持った体液である。そのため，唾液の分泌低下は，
食に関わる機能を含めた様々な口腔機能の障害を引
き起こす。唾液中には水やイオンや様々なタンパク
質が含まれており，それらが唾液の機能に関わって
いる。唾液は唾液腺から分泌され，その分泌は自律
神経の二重支配により調節されている。しかし，
水・イオンの分泌とタンパク質の分泌の仕組みは異
なっている。本稿は唾液腺からの水とタンパク質の
分泌の仕組みの違いについて概説する。

１．はじめに

唾液は口腔内環境を維持する上で重要な体液であ
る。唾液の機能としては大きく，歯や口腔粘膜を保
護する働き，食に関する働き，微生物に対する働き
の３つが考えられる１）。この唾液の機能には，唾液
中に含まれる様々な成分が関与している。
食に関する働きをもう少し詳細にみると，食塊形

成，味覚，消化といった機能に対する唾液の作用が
挙げられる。そして，食塊形成には唾液成分である
水やムチンという糖タンパク質が，味覚には水や亜
鉛イオンやガスチンというタンパク質が，さらに消
化には糖質分解酵素であるアミラーゼや脂質分解酵
素のリパーゼなどが関わっている。
これらの水・イオンといった低分子物質や，酵素

を含むタンパク質のような高分子物質は唾液腺から
分泌されるが，それぞれの分泌の仕組みは異なって
いる。本稿では，唾液腺における水とタンパク質の
分泌の仕組みについて概説する。

２．唾液腺の構造

唾液を生成し分泌する唾液腺は，耳下腺，顎下腺
および舌下腺の三大唾液腺と，口腔粘膜や舌に散在
する小唾液腺に分類される。これらのどの唾液腺も，
構造的には腺房部と導管部の細胞から構成されてい
る（図１）。腺房細胞では唾液の元（原唾液）が作ら
れ，それが導管部を通る過程で一部の成分が血液へ
戻されたり（再吸収），血中成分が直接導管部へ分泌
されたりして唾液成分の修飾がなされ，最終的に口
腔内へ分泌される唾液となる。
腺房細胞を見てみると，腺腔に位置する面と，そ

れとは反対側に位置する面に分かれている。この２
つの領域は細胞間結合部で分けられており，腺腔に
位置する面を腺腔側（頂端面），反対の面を基底側と
よび，それぞれの細胞膜の機能も異なっている。ま
た，このような構造を持つことを，極性（方向性）を
もつという。

３．自律神経の二重支配

唾液の分泌を引き起こすには，唾液腺に分泌を引
き起こさせる情報が必要である。これを担っている
のが自律神経系である。食の情報が視覚，嗅覚，味
覚を介して唾液分泌が起こる場合においても，それ
らの感覚情報が脳で処理をされ，自律神経を介して
分泌を引き起こす。
自律神経系は交感神経系と副交感神経系の２種類

の神経系により構成される。唾液分泌はこの２種類
の神経系により制御されているため，自律神経の二
重支配を受けていることになる（図２）。
交感神経の興奮は，神経終末からノルアドレナリ

ンを分泌する。この神経伝達物質が唾液腺に作用す
ると，タンパク質の分泌が促進される。一方，副交
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感神経の興奮は，神経終末からアセチルコリンを分
泌する。この神経伝達物質が唾液腺に作用すると，
主として水やイオンの分泌が促される。これらの神
経支配は途切れることがなく，その二重のバランス
の下に唾液は分泌されている。ストレスがかかると
交感神経の作用が優位になるために，口腔内唾液中
のタンパク質濃度が増加する。唾液中タンパク質の
１つであるアミラーゼを指標にしてストレスの度合
をチェックするシステムは，これを利用したもので
ある２）。

４．水の分泌の仕組み

分泌の仕組みを細胞レベルでみてみると，分泌を
引き起こすために，外部からの情報，細胞内での情
報，そして分泌に関わる装置としてのタンパク質が
必要となることがわかる。
⑴ 外部情報
水分泌のための外部情報となるのは，前述したよ

うに神経伝達物質のアセチルコリンである。腺房細
胞の基底側膜には，アセチルコリンを受容するタン
パク質であるムスカリン性アセチルコリン受容体が
存在する。アセチルコリンが受容体に結合すること
が水分泌の引き金となる。
腺房細胞の基底側面にはニューロキニン受容体や

αアドレナリン受容体の発現が認められており，こ
の受容体に特異的な神経伝達物質が結合することに
よっても，水分泌が引き起こされる。
⑵ 細胞内情報
図３に水分泌に関わる細胞内情報を示す。細胞に

アセチルコリン刺激が加えられると，細胞内カルシ
ウムイオン濃度（［Ca２＋］i，i は細胞内を意味する）の
増加が起こる。この［Ca２＋］i 増加が水分泌の必須の
ステップとなる。
アセチルコリンがムスカリン性受容体に結合する

と，細胞膜に存在する酵素であるホスホリパーゼC
（PLC）が活性化する。図には示さないが，受容体の
活性化と PLCの活性化の間には，GTPを結合して
活性化されるタンパク質（Ｇタンパク質）の仲介が必
要であり，これが調節に関与する。このＧタンパク
質は３つのサブユニットで構成されるので三量体Ｇ
タンパク質とよばれる。
PLCは細胞膜を構成するリン脂質の１つホス

ファチジルイノシトール４，５－２リン酸（PIP２）を
分解する。分解の結果として産生される分子が，脂
質であるジアシルグリセロール（DAG）と糖質であ
るイノシトール１，４，５－３リン酸（IP３）である。
細胞内の小胞体にはCa２＋プールが存在する。ここ
に IP３が作用すると細胞質へのCa２＋遊離が引き起こ
され，さらに続いて細胞膜に存在するCa２＋チャン
ネルが開いて細胞外から細胞内へのCa２＋流入が起

図２ 唾液腺における自律神経の二重支配

図１ 唾液腺の構造

図３ 水分泌における細胞内情報伝達系
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こる。その結果が［Ca２＋］i 濃度の増加につながる。
これを合図にして，水分泌が起こる。
⑶ Ca２＋と水分泌
われわれは分離ラット顎下腺の灌流系を用いて，

水分泌の検討を行っている。ラットから動脈と静脈
と導管を残した顎下腺を分離し，動脈から分泌刺激
薬を含む人工灌流液を流すことにより，導管から分
泌される唾液量を直接測定できるものである。図４
は神経伝達物質のニューロキニンＡの効果と灌流液
（細胞外液）のCa２＋の関連を検討したものである３）。
灌流液のCa２＋を除いた状態で顎下腺を刺激すると，
一過性の唾液分泌が起こる。これは細胞内のプール
から遊離されたCa２＋の効果である。さらに灌流液
にCa２＋を戻すと十分な唾液分泌が起こり，Ca２＋と
水分泌との関連が認められる。
⑷ 血漿から腺腔への水輸送
分泌される水がどこからくるのかというと，血漿

からである。水の血漿から唾液腺腺腔への輸送には
２通りの輸送系が考えられている。１つは腺房細胞
を経る経細胞輸送系であり，もう１つは細胞間結合
部を経る傍細胞輸送系である。

この水輸送には腺腔側膜のCl－チャンネルが機能
すると考えられているが，近年発見されたTMEM
16A（ANO1）というタンパク質がこのチャンネルの
一候補として研究者の注目を集めている４）。
⑹ 経細胞輸送系とアクアポリン
細胞膜は脂質でできているが少しは水を通すこと

ができる。しかし，水を効率よく通す装置があれば，
水の輸送効率は大きく上昇する。水チャンネルとし
て発見されたアクアポリン（AQP）は，この機能を
担うタンパク質である。AQPは現在までにAQP０
～AQP１２までの１３種類のファミリーが報告されて
いる。唾液腺腺房細胞において，AQP５が腺腔側
膜に局在することが知られている。また，AQP５
の遺伝子を壊したマウスでは，ムスカリン性分泌刺
激薬（ピロカルピン）による唾液分泌が抑えられるこ
と，さらに，唾液の性質として浸透圧が上がること
から，AQP５が唾液腺における経細胞輸送系の水
分泌機能に関わっていることが考えられている５）。
最近，われわれは別のAQPであるAQP６が唾

液腺腺房細胞の腺腔側膜に発現していることを明ら
かにした６）。このAQP６の機能については現在検討
中である。
⑺ 傍細胞輸送系
傍細胞系輸送に関しては，前述の分離顎下腺の灌

流系を用いた検討を行っている。灌流液に，細胞に
は取り込まれない蛍光色素（ルシファーイエロー，
LY）を加えて刺激をすると，LYが唾液中に分泌さ
れる。このことから傍細胞輸送系の関与が示唆され
た３）。
また，傍細胞輸送に細胞間結合部の一部である密

着結合（タイト結合）の調節が関与すると考えられて
いる。密着結合構成タンパク質の１つにクローディ
ンが挙げられる。極性を維持する顎下腺由来培養細
胞にクローディンを発現させることにより傍細胞輸
送が変化することから，クローディンの関与が考え
られる７）。

５．タンパク質の分泌の仕組み

⑴ 外部情報
タンパク質分泌のための外部情報となるのは，前

述したように神経伝達物質のノルアドレナリンであ
る。腺房細胞の基底側膜には，ノルアドレナリンを

図４ 水分泌におけるCa２＋の役割．細胞外液のCa２＋を除
き，ニューロキニンＡで刺激すると一過性の水分泌が
認められるが，その後細胞外液のCa２＋を戻すと，十
分な水分泌が認められる。
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受容するタンパク質である βアドレナリン受容体
（β受容体）が存在する。ノルアドレナリンが受容体
に結合することがタンパク質分泌の引き金となる。

β受容体の他にもVIP（vasoactive intestinal poly-
peptide）の受容体も存在し，タンパク質分泌を引き
起こすことが知られている。
⑵ 細胞内情報
図５はタンパク質分泌に関わる細胞内情報であ

る。β受容体にノルアドレナリンが結合するとタン
パク質分泌が促進されるが，これには細胞内メッセ
ンジャーとしてのサイクリックAMP（cAMP）とい
う分子が必要になる。cAMPはアデニル酸シクラー
ゼという酵素により，ATPから生成される。β受
容体の活性化とアデニル酸シクラーゼの活性化の間
にも，PLCの活性調節と同様に三量体Gタンパク
質の仲介が必要であり，これが調節に関与する。
cAMPの産生が促進され， 細胞内濃度が高まると，
次にタンパク質のリン酸化という反応を引き起こ
し，タンパク質の分泌が引き起こされる。
細胞内で濃度が増加した cAMPは cAMP依存性

リン酸化酵素を活性化し，何らかのタンパク質をリ
ン酸化する。最近，われわれは，cAMP依存性リ
ン酸化酵素が別のリン酸化酵素（プロティンキナー
ゼCδ，PKCδ）を活性化することを明らかにした８）。
さらにその下流にMARCKSというタンパク質があ
り，PKCδがそれをリン酸化することが耳下腺腺房
細胞のアミラーゼ分泌に関与することを明らかにし
た（図６）８）。
⑶ 開口分泌
腺房細胞内で分泌タンパク質は合成され，分泌顆

粒という細胞内小器官の中に貯留される。分泌の合
図がくると，分泌顆粒は腺腔側膜に融合し，出口を

作ってタンパク質を外に放出する。このシステムを
開口分泌（放出）という（図７）。
開口分泌に必要な装置としては様々なタンパク質

が候補として挙げられているが，実際に開口分泌に
直接関与するものは明らかではない。腺房細胞にお
けるタンパク質の発現と局在を確認することから始
まり，細胞膜に小さな穴を開けた細胞（可透過性細
胞）にそのタンパク質に対する特異抗体などを作用
させた時の分泌の変化を検討することにより，開口
分泌に関わる装置としてのタンパク質の研究が進め
られている。
われわれは開口分泌関連タンパク質として

VAMP２が機能することを報告した９）。このタンパ
ク質は分泌顆粒膜に局在し，腺腔側のタンパク質と
相互作用することにより開口分泌に関与すると考え
ている。しかし，腺腔側のタンパク質に関しては未
だ明らかではない。一方，細胞内での分泌顆粒の成
熟や動きに低分子量Ｇタンパク質が関わっている。
このＧタンパク質は受容体に共役した三量体のもの

図７ 開口分泌過程．分泌顆粒が腺腔側膜に融合し，開口
するとタンパク質（黒丸）が分泌される。図５ タンパク質分泌における細胞内情報伝達系

図６ タンパク質分泌における cAMP-PKCδ-MARCKSリ
ン酸化経路
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とは異なり，単量体である。その１つであるRab２７
とそのエフェクターが耳下腺腺房細胞のアミラーゼ
開口分泌に関わっていることが報告されている１０）。
しかし，さらなる研究が必要とされている。

６．分泌機能不全

唾液腺の分泌機能が破綻することは，唾液の機能
が果たされないことになる。実際に水分泌の低下は
口腔乾燥症として知られており，食事がまずい，食
物をうまく飲み込めないといった食に関する症状ば
かりでなく，会話が困難になったり，舌の痛みを訴
えて不眠になるようなケースまで様々な口腔機能の
低下が引き起こされる。もちろんタンパク質分泌の
低下においては，抗菌・殺菌作用を持つ唾液タンパ
ク質の分泌がうまくいかなくなることから，口腔感
染症を誘発しやすくなることも考えられる。
近年，われわれは，唾液分泌機能不全に腺房細胞

の脱分化が関わっているのではないかと考えてい
る。すなわち，腺房細胞としての機能を持つ分化し
た細胞が，何らかの原因で脱分化し，導管化や線維
芽化したりするというものである（図８）。腺房細胞
に特異的に発現していた水分泌に関与するといわれ
るAQP５やクローディンが，培養することにより
その発現が失われ，代わって導管部細胞に発現する
タンパク質が出現することから，この仮説を考えて
いる１１）。放射線照射や導管部の結紮により腺房細胞
が消失することが知られているが，同様にこの脱分
化が関与している可能性が考えられる。
一方，タンパク質分泌においても，酸化ストレス

による耳下腺腺房細胞におけるアミラーゼ分泌の低
下について報告した。チオール基を特異的に酸化す
る薬物によって，β受容体刺激によるアミラーゼ分
泌が抑制されるが，還元型グルタチオンにより酸化
が阻害されること，また酸化の標的が β受容体で
あることを明らかにした１２）。これも，放射線照射に
よる機能不全が酸化ストレスと関連があることか
ら，その唾液腺機能不全の発症メカニズムに関与す
ることが考えられる。

７．おわりに

唾液の分泌不全により口腔乾燥を訴える患者数
は，我が国においては８００万人以上といわれている。

高齢者においては４人に１人の割合で口腔乾燥症に
罹患しているとの推定もあり，高齢化社会を迎えて
の今日，口腔乾燥の改善は生活の質（QOL）の維持
を考える上で重要な課題である。唾液分泌不全の原
因として様々な因子が考えられているが，直接口腔
乾燥症の改善に繋がるものは解明されていない。わ
れわれの分泌の仕組みの解明に向けた基礎研究が，
唾液腺の機能回復や口腔乾燥症の治療に役立つこと
を期待するものである。
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