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１．はじめに

加齢とともに唾液分泌量が減少することは，多く

の研究者により報告されている１～７）。特に女性にお

いて加齢の影響が強く，月経周期や妊娠期，閉経期

によって唾液分泌量が変動すること８～１１）や，卵胞ホ

ルモン投与により耳下腺唾液分泌能が亢進するとい

う報告１２）もあることから，性ホルモンが唾液分泌能

に関与することが強く示唆されている。しかし，詳

細については不明な点が多い。

唾液中にはエストラジオールをはじめ多くの性ホ

ルモンが同定されており，また唾液腺には卵胞ホル

モン（エストロゲン），黄体ホルモン（プロゲステロ

ン），男性ホルモン（アンドロゲン）に対応する各性

ホルモン受容体が存在しており１３～１６），唾液腺が性ホ

ルモンの標的組織であることには疑いはない。しか

し，各受容体におけるホルモン結合後の作用，ある

いはその生理的役割については十分に解明されてい

ない。

女性は閉経前後で卵巣が形態的，機能的に大きく

変化し，卵巣におけるエストロゲンの産生および分

泌が減少する。一方，男性では徐々にテストステロ

ンの産生や分泌が減少する。このような性ホルモン

の動態の相違が薬物代謝や唾液分泌などの生理的機

能の性差に関与していると考えられる。

本稿では，唾液および唾液腺における性ホルモン

とその受容体を中心に紹介し，これまでに明らかに

された性ホルモンによる唾液腺機能修飾について概

説する。

２．唾液中のステロイドホルモン

エストラジオール，プロゲステロン，テストステ

ロンなどほぼすべての性ホルモンと副腎皮質ホルモ

ンが唾液中に同定されている（表１）。

唾液中のステロイドホルモンは，各分泌組織（卵

巣，睾丸，副腎皮質）で産生され，血中を循環し，

唾液腺に入り唾液として分泌されたものである。唾

液腺で産生されたものではない。したがって，パロ

チンのような本来の唾液腺ホルモンではない。しか

し，唾液中のステロイドホルモンは血中濃度をよく

反映しているので，臨床的にも注目され，内分泌学

的診断に利用されている。

３．性ホルモン受容体の構造と機能

性ホルモンは構造も生理作用も様々であるが，そ

の作用は，まず細胞内に取り込まれた後に核内受容

体スーパーファミリーに属するおのおのに特異的な

受容体と結合することから始まる。この結合のシグ

ナルは様々な標的遺伝子の転写調節領域に存在する

ホルモン応答配列との結合により伝えられ，受容体

／コアクチベータ（転写共役因子）複合体が RNA ポ

リメラーゼなどと協調することにより標的遺伝子の
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発現を調節（活性化や抑制）する（図１）。これらの遺

伝子は転写翻訳後，更に様々な遺伝子やタンパク質

に作用して自分自身や他の細胞の増殖，分化の促

進，細胞死の抑制などの現象を引き起こす。しか

し，その実体は，細胞内で標的遺伝子を含めて多く

の遺伝子およびその産物がネットワークを形成して

伝達されるシグナルによって引き起こされる現象で

ある１７）。また，他のクラスの転写制御因子と核内で

会合することで，他のシグナルとクロストロークす

ることが知られている。このクロストロークを介し

て，核内受容体リガンドは複雑な生理活性を示すと

考えられている１８）。核内受容体に作用するものに

は，ステロイドホルモン以外に甲状腺ホルモン，ビ

タミンＡ（レチノイド），ビタミンＤである。いずれ

の核内受容体はそれぞれの転写調節機構を有してい

る。

核内受容体は，細胞質または核内に存在する単一

ペプチド鎖で，機能上の特徴からＡ～Ｆの６つの領

域に分かれている。N 末端に制御領域（Ａ／Ｂ領

域），中央に Zn フィンガー構造を持つ DNA 結合領

域（Ｃ領域），Ｃ末端にホルモン結合領域（Ｅ／Ｆ領

域）がある（図２）。核内受容体は，リガンド誘導性

転写制御因子として働くが，多くの場合転写を促進

し，その領域は，二箇所に存在する。一つは受容体

Ｃ末端のＥ／Ｆ領域に存在する。その転写活性化機

能（activation function-２：AF-２）は，完全にリガン

ド結合依存的である。もう一箇所は N 末端のＡ／Ｂ

領域に存在する。その転写活性化機能（activation

function-１：AF-１）は，恒常的な転写促進に関与し

ている。AF-１活性はリガンド末結合のＥ／Ｆ領域

によってその機能が制御されている。リガンド結合

は，AF-２の機能誘導のみならず AF-１機能をも促

進する。AF-１，AF-２の転写活性能の強さは受容

体や存在する細胞により異なり，また同じ細胞でも

表１ 唾液中に同定されるステロイドホルモン

卵胞ホルモン エストロン
エストリオール
エストラジオール

黄体ホルモン プロゲステロン
１７α‐ヒドロキシプロゲステロン

男性ホルモン テストステロン
アンドロステンジオン
５α‐ジヒドロテストステロン

副腎皮質ホルモン コルチゾン
コルチゾール
アルドステロン

文献２３）より一部追加。

表２ 唾液腺に存在する性ホルモン受容体とホルモンにより修飾を受ける受容体

受容体 サブタイプ 機 能

性ホルモン受容体 エストロゲン

プロゲステロン
アンドロゲン

α
β

顎下腺の形成と維持，生理的機
能に関与＊

顎下腺の機能に関与＊

顎下腺の保護作用＊

性ホルモンにより修
飾を受ける受容体

ムスカリン
β

カンナビノイド
鉱質コルチコイド

Ｍ３

β１

β２

CB１

Ｆ（↑↑），AM，MC（↑）
Ｆ（↓），AM，MC（↑↑）
Ｆ（↑）
cAMP 産生，AM（↑）

（u. k.）

その他唾液腺に存在
する主な受容体

α

ビタミン D
ヒスタミン
タキキニン

VIP
プリン

インスリン
ドパミン

α１A

α１B

α２D

Ｈ１，Ｈ２

NK-１
NK-２，-３

Ｐ２Z

Ｐ２U

Ｄ１

AM，MC（↑）
Ｆ（↑）
auto receptor

（u. k.）
AM（↑）

Ｆ（↑），AM，MC（↑）
（u. k.）
Ｆ（↑），AM，MC（↑）
Ｆ（↑）
Ｆ（↑）

AM（↑）
Ｆ（↑），AM（↑）

文献２２）より抜粋し一部追加。＊は推測を示す。Ｆ : fluid secretion, AM : amylase, MC : mu-
cin, u. k. : unknown.
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細胞の状態によって活性が変化することが知られて

いる１９）。

標的細胞内での実際の生理作用は，標的遺伝子産

物（タンパク質）が担う（図１）。このリガンド依存的

な転写制御には，リガンド依存的な転写共役因子群

の解離あるいは会合が起きる。転写共役因子は単独

ではなく，複合体として機能している。現在までに

少なくとも核内受容体には三つのコアクチベータ複

合体が存在することがわかっており，一つは CBP/

p３００，SRC-１／TIF２（ｐ１６０）ファミリーを含む複

合体である。他は TFTC，STAGA，PAF 複合体

と DRIP/TRAP 複合体である。

１）女性ホルモン

� エストロゲン受容体１８）

卵胞ホルモン（エストロゲン）は，女性生殖器の発

達機能や，脂質／骨組織での代謝調節などの幅広い

生理作用を示す。その作用は，核内に局在するエス

トロゲン受容体（Estrogen Receptor：ER）を介した

標的遺伝子の発現制御により産生される遺伝子産物

が担っている（図１）。ER の一次構造を図２に示し

た。

ER には，異なる遺伝子にコードされたα， β の

二つのサブタイプが存在するが，いずれも内因性エ

ストロゲンに対する結合特異性に差異はほとんどな

い２０）。しかし，ER β の方が転写促進機能が弱いた

め，ERαに対して抑制因子として機能していると

の報告もある。

内因性リガンド（エストラジオールなど）が結合す

る領域は，Ｃ末端のＥ／Ｆ領域であり，核移行シグ

ナルの多くはＤ領域に存在する。ERαのリガンド

結合領域（Ligand Binding Domain : LBD）の立体構

造がＸ線解析から明らかになり，LBD はいずれの

核内受容体でも１２個のαヘリックスから構成されて

おり，中央の疎水性部位にリガンドが結合する。リ

ガンドの結合により結合領域の構造が変化するが，

その変化は全体に及ぶのではなく，ある一端が大き

く変化する。すなわち疎水性部位の外側にあり，最

もＣ末端側に存在する小領域（ヘリックス１２部位）の

みが大きく移動することがわかってきた。さらに α

ヘリックスのリガンド結合後の角度が重要であり，

この角度の違いによりコアクチベーターの結合性が

大きく変化し，そのために転写活性が変動すること

が報告されている２１）。

図１ エストロゲンの核内受容体を介した応答経路
ER；エストロゲン受容体，ERE；エストロゲン応

答配列，SRC-１；転写共役因子，CBP/ｐ３００；転写
共役因子（AF-２転写活性化因子），TF；基本転写因
子，TBP；TATA 結合タンパク質，TATA；転写の
開始位置を規定する塩基配列，RNA Pol；RNA ポリ
メラーゼ。文献１７）より一部改変。

図２ ヒト卵胞ホルモン受容体（hER），黄体ホルモン
（hPR）および男性ホルモン受容体（hAR）の一次構造

一般構造は核内受容体スーパーファミリーの一次構
造を示す。Ａ／Ｂ領域；転写活性化機能（activation
function-１ : AF-１），Ｃ領域；DNA 結合ドメイン（D
NA binding domain : DBD），Ｅ／Ｆ領域；転写活性化
機能（activation function-２ : AF-２），LBD；リガン
ド（ホルモン）結合ドメイン（ligand binding domain）。
上付きの数字はアミノ酸残基番号を示す。文献１８）より
一部追加し改変。
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� プロゲステロン受容体

もう一つの女性ホルモンである黄体ホルモン（プ

ロゲステロン）は，女性の性周期および妊娠の成

立・維持に重要な役割を果たしている。

その作用は，ER と異なり細胞質に存在するプロ

ゲステロン受容体（Progesteron Receptor: PR）（図

２）と結合した後，核内に取り込まれ，標的遺伝子

を制御することにより発揮する。PR はＡ，Ｂサブ

ユニットの二種類からなり，おのおの１分子のプロ

ゲステロンと結合できる。PR はエストロゲンによ

り誘導されるとともに，ER を減少させることが知

られている。

２）男性ホルモン受容体１８）

男性ホルモン（アンドロゲン）による雄性生殖器の

発達・機能維持や各臓器での雄性化誘導などの生理

作用は，アンドロゲン受容体（Androgen Receptor:

AR）を介した特異的標的遺伝子群の発現制御によっ

て発揮される。

AR も核内ステロイドホルモン受容体スーパー

ファミリーの一員であるが，構造タンパク質のＡ／Ｂ領

域が ER などの他の核内受容体に比べて著しく長

く，２０残基前後のグルタミンの繰り返し構造が含ま

れているのが特徴である（図２）。

４．唾液腺に存在する性ホルモン受容体とホル
モンにより修飾を受ける受容体

唾液腺には様々な生理活性物質の受容体が存在し

ており２２），薬物やホルモンに対する感受性が比較的

高い組織である２３）。性ホルモン受容体は唾液腺にも

存在する。表２に唾液腺に存在する性ホルモン受容

体とホルモンにより修飾を受ける受容体を示した。

１）性ホルモン受容体

� エストロゲン受容体（ER）

雌性マウスおよびウサギの唾液腺に ERαと ER β

の存在が免疫組織学的に確認されている２４，２５）。免疫

反応性はウサギ顎下腺では腺房細胞の核のみに検出

されている２５）。

唾液腺の ER は性周期で変動することが報告され

ている。Camacho-Arroyo ら２５）は，雌性ウサギ顎下

腺の ER 数は性周期に伴い上昇するが，卵巣摘出に

より減少する。しかし，卵巣摘出ウサギにエストロ

ゲンを投与すると ER 数の減少は抑制され，増加す

ることを報告している。雄性ウサギの ER 数は顕著

に少ない。彼らは同時にウサギ顎下腺の組織像が性

周期を境に雌雄で違いがあり，また卵巣摘出によっ

て変化することも指摘している。一方，耳下腺の ER

数は顎下腺に比べて極めて少ないことが報告１５）され

ており，ER の局在に唾液腺間で差異が認められ

る。

エストロゲンは顎下腺の形態的変化を引き起こす

のみならず生理活性物質にも影響をおよぼす。Bjor-

lingら２４）は，卵巣摘出マウスを用いた実験において，

顎下腺中の神経成長因子（Nerve Growth Factor :

NGF）量は卵巣摘出後も変化しなかったが，エスト

ロゲン単独あるいはプロゲステロン併用投与により

NGF 量が対照レベルよりも上昇することを認めて

いる。

これらの結果は顎下腺がエストロゲンの標的組織

であり，顎下腺の形成と維持，生理的機能にエスト

ロゲンが関与していることを示している。

� プロゲステロン受容体（PR）

PR も免疫組織化学的に顎下腺に局在することが

ウサギとラットにおいて確認されている２５，２６）。免疫

反応性は ER と同様に小葉内導管の細胞核に強く検

出され，免疫反応細胞は雄に比べ雌に多く存在して

いる。雌顎下腺の PR 数と免疫反応細胞数が卵巣摘

出により減少し，エストラジオールの投与により増

加することが報告されている２５，２６）。また，精巣摘出

ラットにエストラジオールを投与すると顎下腺小葉

内導管細胞の PR 免疫反応性が増加することが観察

されている２６）。

Ozono ら２７）は，ヒト唾液腺における PR を免疫組

織化学的に調べ，PR はプロゲステロン，エストラ

ジオールに陽性であった細胞の核に限局しているこ

とを報告している。

これらの結果はプロゲステロン，エストラジオー

ルなどの女性ホルモンが顎下腺の機能を修飾する可

能性を示唆している。

� アンドロゲン受容体（AR）

マウス顎下腺の AR は雄性では核内に多く，雌性

では細胞内に多い２８～３０）。

げっ歯類の顎下腺における顆粒管導管は，雌性に

対し雄性で著しく発達しており，これは導管内分泌

顆粒の合成をアンドロゲンが促進することによって

宇都宮，他：性ホルモンと唾液腺機能修飾１６６
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生じる形態的な差異であることが知られている３１）。

また顆粒中に含まれる NGF や上皮成長因子（Epide-

rmal growth factor）などの生理活性物質もアンド

ロゲンの投与によって増加する。このように顎下腺

は女性ホルモンのみならず男性ホルモンの影響を強

く受ける。このほかにも甲状腺ホルモンや副腎皮質

ホルモンによっても同様な変化を受けることが知ら

れている。

選択的 ER モジュレーターであり，骨粗鬆症治療

薬として開発された Estren が非 ER 依存的に AR

を介して顎下腺にアンドロゲン作用をもたらすこと

が報告されている３２）。テストステロンが塩化亜鉛に

よる顎下腺の形態，機能に対する阻害作用に対し保

護作用を示すことも報告されている３３）。

２）性ホルモンにより修飾を受ける受容体

� ムスカリン受容体

唾液腺のムスカリン受容体（M３サブタイプ）は，

主に漿液性唾液とタンパク質分泌に関与している。

精巣摘出ラットの耳下腺細胞では，カルバコール

（ムスカリン受容体作動薬）刺激によるイノシトール

三リン酸産生とアミラーゼ分泌が対象ラットに比べ

減少していた。この減少はテストステロン処置によ

り回復し，ムスカリン受容体数の減少と関連してい

ることが報告されている３４）。

またカルバコールはラット耳下腺Na＋-K＋-ATPase

活性を阻害するが，精巣摘出ラットでは反対に活性

化する。この精巣摘出ラットにおける酵素活性化作

用はカルモジュリン阻害薬により阻害された３５）。

これらの結果は男性ホルモンが耳下腺細胞内のム

スカリン受容体に作用し，イノシトールリン脂質代

謝系や Ca２＋－カルモジュリン情報伝達系に影響を

およぼすことを示している。

� β アドレナリン受容体

唾液腺の β アドレナリン受容体は，主にアミラー

ゼなどのタンパク質分泌に関与している。

Busch ら３６）は，精巣摘出ラットの耳下腺細胞を用

いた実験を行い，イソプレナリン（ β 受容体作動薬）

刺激によるアミラーゼ分泌が対象ラットに比べ有意

に低下していたが，テストステロン投与によりその

低下が抑制され，対象レベルまで回復することを報

告している。さらに精巣摘出ラット耳下腺における

β 受容体数の減少と β 受容体刺激後の cAMP の増

加が低下していたこと観察している。これらの結果

は， β 受容体と受容体刺激後の細胞内情報伝達が男

性ホルモンにより影響を受けることを示している。

� カンナビノイド（CB）受容体

CB 受容体は大麻成分が作用する受容体である。

G タンパク質共役型の CB１と CB２受容体の二種類が

知られている。

ラット耳下腺における CB 受容体と受容体に対す

る性ホルモンの影響は Busch ら３７）によって詳細に検

索されている。特異的リガンドを用いた膜結合実験

によりラット耳下腺には CB１受容体が存在する。こ

の耳下腺における CB１受容体数は精巣摘出により低

下し，テストステロン処置により対象値まで回復し

た。受容体数の低下は CB 受容体の内因性アゴニス

トであるアナンダミドによる cAMP 産生とアミ

ラーゼ分泌の低下と関連していた。しかし，精巣摘

出は CB 受容体のサブタイプや親和性，アナンダミ

ドによる Na＋-K＋-ATPase 活性阻害，総タンパク質

量には影響を及ぼすことはなかった。これらの結果

は耳下腺の CB１受容体はテストステロンによって調

節されており，cAMP 産生とアミラーゼ分泌に対

し機能的な役割を担っていることを示唆している。

� 鉱質コルチコイド受容体

副腎摘出ヒツジでは腎遠位尿細管上皮細胞におけ

る Na＋再吸収が阻害され体内 Na＋の欠乏状態とな

るが，同時に唾液電解質分泌がアルドステロンに対

しより感受性が高まることが耳下腺で確認されてい

る３８）。しかし，耳下腺の鉱質コルチコイド受容体に

対するアルドステロンの親和性と Na＋濃度間に相関

性は認められていない。耳下腺における鉱質コルチ

コイド受容体のメカニズムは不明な点が多い。

３）その他唾液腺に存在する主な受容体

唾液腺には，性ホルモンにより修飾を受ける受容

体以外にも，α，ビタミンＤ，ヒスタミン，タキキ

ニン等の多くの受容体が存在し，唾液分泌やアミ

ラーゼ分泌等の機能に重要な役割を果たしている

（表２）。しかし，性ホルモンによる修飾等について

は不明である。

５．今後の展望

受容体の機能不全は各種病態を引き起こすことが

分子レベルで解明されつつある。性ホルモン受容体
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の変異は性ホルモン作用不全に至るだけではなく，

生体の各種代謝調節においても，さまざまな異常を

引き起こすことが知られている。したがって，唾液

腺における性ホルモン受容体の機能不全が唾液分泌

障害を引き起こす可能性が考えられる。今後の分子

レベルでの研究成果が期待される。

６．おわりに

簡単ではあるが，性ホルモンの構造と機能ならび

に性ホルモンによる唾液腺機能修飾について概説し

た。唾液腺（特に顎下腺）は性ホルモンをはじめ，他

のホルモンなどによって強く影響を受ける組織であ

り，唾液腺は他の内分泌腺と密接な関係にあること

は明白である。唾液中に性ホルモンが分泌され，そ

の受容体が唾液腺に存在することは事実である。し

かし，その生理的役割についてはまだ十分には解明

されていないのが現状である。

唾液腺組織は，加齢とともに脂肪細胞の増加と繊

維化が進み，腺細胞数は相対的に減少する傾向にあ

る。これらの変化はホルモン分泌量の低下と関連し

ている。森田ら３９）は，ヒト耳下腺の腺実質残存率は

女性において年齢との相関性が高いことを指摘して

いる。女性に唾液分泌能の低下や腺萎縮の症例が増

加する報告５）がある一方，ヒト耳下腺実質の占める

割合について性差は認められない報告４０）もあり，い

まだ確立されていない。また，ラット顎下腺の分泌

唾液成分が女性ホルモンと男性ホルモン両者の影響

を受ける４１）が，唾液分泌量の変化に関しては明白で

はない。これらの点がより明白にされることにより

唾液および唾液腺における性ホルモンとその受容体

の役割・重要性がさらに明らかになると考える。

最後に，本稿が東京歯科大学 HRC プロジェクト

「口腔アンチエイジングによる生体防御」の研究の

一助になれば幸いです。また，この発表の機会を与

えて頂いた歯科学報編集主任柴原孝彦教授に感謝い

たします。
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