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はじめに

地球上のすべての生物は，原核生物，アカパンカ
ビ，ショウジョウバエ，植物，マウス，ヒトまで生
物種を問わずに時計機構を体内に保持している。こ
の時計機構は一般的に体内時計と呼ばれており，ヒ
トの場合は睡眠・覚醒，体温，血圧，ホルモン分泌
など多くの生理現象が２４時間周期で変動をしてい
る１）。先にあげた例のように，体内時計によって制
御される約２４時間周期の生理現象の変動を「サーカ
ディアンリズム」と呼ぶ。サーカディアンとは，直
訳すれば「概ね一日」という意味である。なぜ「概
ね」なのかと言うと，例えばヒトの体内時計周期は
２４．２－２５．０時間と２４時間よりも少し長く，マウスで
は２３．５時間と短いなど動物種によって概日周期には
違いがあることに由来する２）。２４時間とのずれが存
在してもわれわれが時差ぼけにならないのは，日光
による明暗環境下で生活しており網膜の光受容体に
入力される日光により，毎日リセットを受けてリズ
ムの修正を行っているためである。

われわれが進化の過程で地球環境下にて安定した

生命機能を営むために得た体内時計は，哺乳動物の
場合は視床下部の視交叉上核（SCN）に存在して
いる。しかし，近年の研究により体内時計は心臓や
肝臓，唾液腺など各臓器や細胞内にも存在し，体外
に取り出しても自律的なリズム発振をしていること
が明らかにされ，視交叉上核の時計を中枢時計
（master, central clock），それ以外の時計は末梢時
計（peripheral clock）と呼び区別している。サー
カディアンリズムを作り出す機構の階層構造を図１
に示す。末梢時計の周期は臓器や細胞種によって異
なり，各臓器の働きを最適化するために中枢時計に
よって調節されている３）。これらの時計の振り子や
歯車と考えられているのが時計遺伝子と呼ばれる遺
伝子群である。中枢・末梢時計は時計遺伝子群のネ
ガティブフィードバック機構により２４時間周期のリ
ズムを形成し，Bmal1, Per2, Clock, Cry1など複数
の遺伝子発現が時計の振子の役割をしている４）。こ
の時計遺伝子の発見に寄与した，Jeffrey C. Hall 博
士ら「体内時計の分子生理学的仕組み」の発表が，
２０１７年のノーベル医学・生理学賞を受賞したことは
記憶に新しい５，６）。

本稿ではわれわれが顎骨疾患プロジェクトの一環
として進めている「唾液分泌量に関連するイオン
チャネルおよび時計遺伝子に着目し，唾液分泌量の
コントロール機構とサーカディアンリズムをつなぐ
新しい知見」を紹介する。
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唾液分泌量のサーカディアンリズム

唾液は口腔機能において歯や口腔粘膜の保護，食
塊形成，消化吸収，抗菌作用や緩衝作用など重要な
機能を有する体液である。唾液を生成する唾液腺は
腺房細胞と導管細胞により形成されており，腺房細
胞で作成された原唾液が導管部を通る過程で，イオ
ンチャネルによる再吸収と小胞によるタンパク分泌
を受けながら口腔内に分泌される７）。唾液には，安
静時に分泌される安静時唾液と食物摂取時に分泌さ
れる刺激時唾液の２種類がある。このうち，安静時
唾液量は日中に増加し，夜間に減少をするサーカ
ディアンリズムが存在している（図１）８）。就寝時に
唾液の分泌が減少すると，緩衝作用の低下や自浄作
用の低下による口腔内細菌数の増加・歯質耐酸性の
減少から齲蝕リスクが大きくなることが報告され，
歯科の臨床においては就寝時の唾液分泌の低下を口
腔清掃指導の根拠として用いられている９）。しか
し，唾液分泌のサーカディアンリズムが唾液腺内の
どの部位で，どのような遺伝子やイオンチャネルに
よってコントロールされているのか，といったメカ
ニズムはリズムが発見されて５０年以上経過した現在
でも未だ明らかにされていない。本研究の目的は顎
下腺の末梢時計機構とイオンチャネルに着目し，唾

液分泌のサーカディアンリズム形成メカニズムを解
明することである。

唾液腺の末梢時計機構とイオンチャネルの
発現リズム解析

唾液成分の９割以上は水分である。われわれはま
ず，唾液分泌量のサーカディアンリズムには唾液腺
内の水分泌をつかさどるイオンチャネルにもリズム
が存在するのではないかという仮説を立てた。唾液
腺の水分泌には，①アクアポリンチャネルを介する
経細胞経路と②浸透圧を利用して細胞間隙から水を
誘導する傍細胞経路がある１０，１１）。それぞれの経路に
ついて①経細胞経路では水分泌を行うイオンチャネ
ルのアクアポリン５（AQP５），②傍細胞経路では
浸透圧トリガーとなるカルシウム依存性クロライド
チャネルのアノクタミン１（ANO１）に着目し，
それぞれのイオンチャネルに概日リズムが存在する
のかを検討した。６週齢オスの Wistar Rat を１２時
間ごとの明暗環境下・自由飲食で２週間飼育後実験
に供した。本研究のようなサーカディアンリズム実
験において，光環境と温度管理は重要である。われ
われは動物実験舎内に照明管理が可能な飼育室を用
意した。飼育および実験期間中のタイムスケール
は，時間生物学の時間周期である zeitgeber time

図１ サーカディアンリズムの階層構造と唾液分泌量の概日変動
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（ZT）に基づき，明周期の開始時刻を８：００（ZT０），
暗周期の開始時刻を２０：００（ZT１２）とする１２h／１２h :
Light/Dark の明暗周期（LD 条件）を設定した。
げっ歯類を対象とした活動量の解析には，輪回し活
動検出器（wheel-running）の記録から作成したダ
ブルプロットアクトグラム（各個体の活動量を１分
毎に記録し，縦軸を活動量，横軸を時間として４８時
間分を１段として積み重ねる表現方法）を用いるの
が一般的である。同一環境における約２週間の飼育
により安定した行動リズムを確認後，６時間毎（ZT
０，６，１２，１８，２４，３０，３６，４２，４８）にラットか
ら顎下腺を摘出し，total RNA とタンパク質を抽出
しリアルタイム定量 RT-PCR 法にて各種時計遺伝
子（Bmal1, Per1, Per2, Cry1, Cry2, Clock, Rora, Rev
-erbα（Nr1d1））および Aqp5, Ano1の β-actin発現
量に対する相対発現量を解析した。

実験の結果，ラット顎下腺の時計遺伝子 Bmal 1,
Per1, Per2, Cry1, Cry2, Rora, Rev-erbα（Nr1d1）に２４
時間周期のリズムを認め，顎下腺の時計遺伝子にネ
ガティブフィードバック機構の存在が確認できた。
これは唾液腺に自律的にリズムを刻む末梢時計が存
在することを示唆している。顎下腺水分泌に関連す
るイオンチャネル（Aqp5, Ano1）の mRNA 発現に
は日内変動が認められ，ピーク時刻は ZT１２，ZT
３６で一致していた。また，各イオンチャネルのピー

ク間隔は２４時間であり，時計遺伝子 Per2のプロ
ファイルと近似していた（図２）。さらに，ANO１
はタンパク質レベルでも mRNA と同様のピーク時
刻と周期性を認めた。この結果から，Aqp5と Ano1
には Per2と同様の機序で時計遺伝子からのイン
プットが存在するのではないかと仮説を立てた。
Aqp5と Ano1のプロモーター領域のシークエンス
解析を実施し，BMAL１／CLOCK 複合体のター
ゲットとなる E-box 配列（CAGCTG）を検索した
結果，ヒト，マウス，ラットのすべての種族で E-box
配列が保存されていることが明らかとなった１２）。こ
れは，時計遺伝子が顎下腺水分泌に関連するイオン
チャネル（Aqp5, Ano1）の mRNA 発現をコント
ロールする機構があることを示唆している。

われわれは，水分泌関連イオンチャネルが自律的
にリズムを刻んでいるのかを確認するために，動物
実験舎内に光が遮断された完全暗黒環境ケージを作
成し，周囲の光によるリセットが起こらないように
飼育したラットを作成した。この完全暗黒飼育ラッ
ト（１２h／１２h : Dark/Dark，DD 条件）においても
Aqp5と Ano1の発現リズムは維持されており２４時
間の周期性を示した。恒暗環境でのリズム恒常性の
維持とプロモーター領域の E-box 配列の存在は，
Aqp5と Ano1が時計遺伝子により発現制御を受け
る時計遺伝子制御遺伝子（clock-controlled genes：

図２ 液腺の水分泌関連イオンチャネルと mRNA 発現の概日変動
唾液腺における水分泌関連イオンチャネルの種類と分布を示す。Ano1と Aqp5遺伝子

のリアルタイム定量 RT-PCR 法による解析の結果，２４時間周期の日内変動の存在が明ら
かとなった。
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CCG）であることを示唆している３）。各 E-box の働
きの検討はこれからの課題となるが，Bmal1による
各イオンチャネルのプロモーター上流 E-box を介
した転写制御がある可能性が示された。

唾液腺の末梢時計はどこに？
腺房細胞と導管細胞のリズム比較

末梢時計の報告は臓器全体をターゲットとしてお
り，臓器を構成している細胞種ごとの検討は報告が
少ない。われわれは，唾液腺内の細胞種による時計
遺伝子の発現量やリズムに差異はあるのか明らかに
するために，摘出した顎下腺に酵素処理後，パー
コール密度分画法によって腺房細胞と導管細胞に分
画し検討を行った。腺房細胞と導管細胞の同定はカ
リクレインの発色基質である N-α-ベンゾイル-DL-
アルギニン-p-ニトロアニリド塩酸塩によるカリク
レイン活性の測定と，導管細胞に局在する細胞増殖
因子のリアルタイム定量 RT-PCR にて行った。わ
れわれが分画した導管細胞群のカリクレイン活性
は，腺房細胞群の４．８倍高く分画後の細胞純度が高
いことが示された。リアルタイム定量 RT-PCR の
結果，細胞増殖因子 Egf, Egfr, Hgf, Fgf 2, Tgfa,
Tgfb1, Igf 1は導管細胞群で有意に高く，高純度の
腺房細胞と導管細胞サンプルが得られたことが確認
された。解析の結果，腺房細胞と導管細胞の両群に
おいて時計遺伝子 Bmal1, Per1, Per2, Cry1, Cry2,
Rora, Rev-erbα（Nr1d1）は日内変動を示すことが
明らかになった。また，Bmal1は ZT０，２４をピー
クとし Per1は ZT１２をピークとする逆位相を示し
た。これは腺房細胞と導管細胞のどちらの細胞にも
時計遺伝子が発現し，ネガティブフィードバック機
構による末梢時計機構が存在することを示唆してい
た。次に，腺房細胞と導管細胞のどちらに末梢時計
機構の優位性があるのかを確かめるため，ピーク時
刻での時計遺伝子発現量を比較すると，Bmal1, Per
1, Per2, Clock, Cry1, Cry2, Roraにて導管細胞が有
意に大きい結果であった。mRNA 発現リズムにお
いて Per2は腺房細胞のピークが導管細胞よりも６
時間遅く，Clockは導管細胞のみで日内変動を認め
た。原唾液を生成する腺房細胞よりも分泌・再吸収
を行う導管細胞に時計遺伝子の発現が大きく，Per
2ピーク時刻の立ち上がりが早い理由についてはさ

らなる検討が必要であるが，同一臓器内においても
細胞種によって時計遺伝子の発現には局在があり，
そのピークや日内変動の有無には差異が存在してい
ることが明らかとなった。

光環境による唾液腺末梢時計と
イオンチャネルのリズム変化

概日リズムの不全が生活習慣病やがん，精神疾患
を惹起する可能性が指摘されている。疫学研究で
は，シフトワーカーや夜間勤務者は昼間に仕事を行
う日勤群と比較して BMI が高く冠動脈疾患の罹患
率が高いと報告がある１３）。また，マウスにおいて Per
2はがん抑制因子として働き p５３の発現制御を受
け，Per2のノックアウトで c-myc の転写活性化が
起こるなどがんと時計遺伝子の関連性を示す報告も
複数あげられている１４，１５）。これらの報告からわれわ
れは概日リズムの不全が唾液腺の末梢時計にも影響
を与え，唾液腺の生理機能を阻害するのではないか
と仮説を立てた。本研究では４週齢オスの Wistar
Rat を１２時間ごとの明暗環境下・自由飲食で２週間
飼育後，２４時間高照度光下（８００－１０００lux）の恒
明 環 境（１２h／１２h : Light/Light，LL 条 件）で３週
間飼育し，光による体内時計のリセットを行わせな
いフリーラン（free-run，自由継続）ラットを作成
した。回転かごによる輪回し運動のモニタリングか
らダブルプロットアクトグラムを作成し，Chi-
Square periodgram 解析により周期性を解析した結
果，１２時間明暗環境で飼育したラット群（Light :
Dark，LD 群）の行動リズム周期は２３．９８時間で
あったが，フリーランラット（Light : Light，LL
群）の周期は２４．３８時間に延長していた。ラット種
本来の体内時計は２４時間よりも長く，周囲光変化に
よるリセットがないため，ダブルプロットの１４日目
以降で行動リズムの開始時刻がシフトしているのが
わかる（図３）。３５日目に顎下腺を摘出し Total
RNA（ZT０，６，１２，１８，２４，３０，３６，４２，４８）
を抽出後，定量 RT-PCR 法にて時計遺伝子（Bmal
1, Per2, Clock, Cry1）および Aqp5, Ano1の β-actin
発現量に対する相対発現量を計測し LD 群と比較し
た。実験の結果，フリーランラット（LL 群）の顎
下腺において Bmal1, Per2は LD 群から１２時間シフ
トし逆位相を示した。また，ピーク時刻における発

４ 佐藤，他：顎下腺概日リズム機構の解明
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現量を比較すると Per2, Cry1は LL 群が有意に低下
していた。水分泌関連イオンチャネルである Aqp5,
Ano1は Per2同様に LD 群から１２時間シフトし，
Ano1のピーク発現量が LL 群で有意に低下してい
ることが明らかになった。これらの結果は行動リズ
ムがフリーランすることで唾液腺の末梢時計も影響
を受け，唾液分泌に関連するイオンチャネルの発現
リズムや量も変化することを示唆している。つま
り，光環境の変化によって唾液腺の末梢時計リズム
や，時計遺伝子を介した唾液分泌関連イオンチャネ
ルの発現調節がある可能性が示された。もし体内時
計から唾液腺イオンチャネルへのインプットが存在
するならば，シフトワークや不規則な生活習慣によ
る体内時計の乱れはドライマウスの原因となる可能
性があり，逆にリズムを正常化することで唾液分泌
の改善を見込める可能性もある（図４）。今後，唾

液腺の末梢時計機構や時計遺伝子から唾液腺の生理
機能である分泌・再吸収へのインプット方法を解明
することで，ドライマウスや齲蝕予防の新たなアプ
ローチが可能になると考えられる。

本研究プロジェクトの将来像

唾液腺の水分泌に関連するイオンチャネルは非常
に多く，機能も多様である。われわれは現在 Na+/
K+/Cl－共輸送体（Nkcc1）や Na+/K+ ATP アー ゼ
（Atp1a1, Atp1b1）などのイオンチャネルにおいて
も同様の解析を実施しており，生理機能と連動した
興味深いデータを得ている。また，筆者らは唾液腺
の時計遺伝子に影響を与える薬剤を発見するため
に，唾液腺細胞株を用いた時計遺伝子リアルタイム
レポーターアッセイ系の作成を開始しており，ラッ
ト顎下腺導管細胞株に Bmal1ルシフェラーゼレ

図３ フリーランラットのダブルプロットアクトグラムによる行動リズム解析
明暗環境（１２h／１２h : Light/Dark，LD 条件）での２週間の馴化飼育後，２４時間恒明環

境（１２h／１２h : Light/Light，LL 条件）で３週間飼育したフリーラン（free-run，自由継
続）ラットのダブルプロットアクトグラムを示す。各個体の活動量を１分毎に記録し，縦
軸を活動量，横軸を時間として４８時間分を１段として積み重ねている。各段の後半２４時間
と次段の前半２４時間は重複して表示する。飼育１４日目以降に活動リズム位相が後退してい
ることがわかる。
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ポータープラスミドを遺伝子導入した安定株を作成
した（未発表）。今後は，候補薬をわれわれの作成
したアッセイ系で評価することで，唾液分泌量をコ
ントロールする新薬開発に繋げていきたいと考えて
いる。さらに，分泌唾液を用いた時計遺伝子周期の
乱れを判定するスクリーニング検査の方法の検討も
実施しており，将来的には歯科医院での唾液検査に
より体内リズムのズレをスクリーニングして，生活
習慣病や口腔疾患のリスク評価をできるようなシス
テムの構築に発展させていきたい。近年，病気の症
状の変動位相から悪化しやすい時刻や副作用の出に
くい時刻を選択して薬剤を処方する「時間薬理学」
や食事タイミング，糖新生の時刻，食事誘導性熱発
生（DIT）を考慮して栄養学的効果を高める「時間
栄養学」など，時間生物学を応用した新たな学問領
域が生まれている１６，１７）。歯科分野においても発症時
刻の偏りや夜間時に疼痛が増強する傾向のある疾患
もあり，研究を進めることで時間生物学の知識を臨
床に応用した「時間歯科学」へ繋がることを期待す
る。

本研究は「文部科学省私立大学研究ブランディング事
業」の助成および JSPS 科研費，１９K１８９５３の助成を受け
て行われた。

利益相反：開示すべき利益相反はない。
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