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研究成果の概要（和文）：アンドロゲン受容体（AR）を欠損するマウス（ARKO）の顎下腺を調べたところ、正常マウス
雌と同様に顆粒性導管（GCT）の発達が見られず、アンドロゲンを投与しても影響がなかったが、甲状腺ホルモン（T4
）を投与するとARKOでも線条部導管細胞からGCT細胞への転換が見られた。この結果から、アンドロゲンによるGCT細胞
の分化には古典的なARを必要とすること、T4はARを介さずにGCT細胞の分化を引き起こすことがわかった。またARKO顎
下腺における遺伝子発現の解析により、GCT細胞に特異的な新たな遺伝子や、古典的なARを介さずにアンドロゲンによ
り発現が変化する遺伝子を同定した。

研究成果の概要（英文）：We examined the SMG of mice deficient of the androgen receptor (ARKO). The develop
ment of granular convoluted tubules (GCT) in ARKO male was as low as in control female. The administration
 of androgens had no effect, whereas the administration of thyroid hormone (T4) caused the conversion of s
triated duct cells into GCT cells in ARKO SMG. These results confirmed that GCT differentiation caused by 
androgens is dependent on the classical androgen receptor (AR), whereas that by T4 is independent of the A
R. Analysis of the gene expression profiles in ARKO SMG revealed new GCT-specific genes as well as genes u
p-or down-regulated in the SMG by androgens without involvement of the classical AR.
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１．研究開始当初の背景 
 唾液腺は腺房と導管系からなる。マウス顎
下腺の導管系は、ホルモンによる細胞分化調
節の研究モデルとして有用である。すなわち、
思春期において主にアンドロゲンの作用に
より導管系が分化するにあたり、マウス顎下
腺に特徴的な顆粒性導管（GCT）が雌よりも
雄ではるかに発達するため、成獣の顎下腺は
著しい性差を示す。精巣切除により顆粒性導
管は雌と同様の線条部導管に転換するが、雌
や精巣切除した雄にアンドロゲンを投与す
ると、数日のうちに線条部導管は再び顆粒性
導管に転換して、神経成長因子（NGF）や上
皮増殖因子（EGF）等、多くの特異的蛋白質
を産生する。しかしアンドロゲンによる顆粒
性導管細胞分化の分子メカニズムは不明で
ある。 
 従来、アンドロゲンを含むステロイドホル
モンの作用メカニズムとして、ホルモンの結
合した細胞質受容体（アンドロゲン受容体）
自身が核に移行し、DNA の特定の領域に結合
して転写因子として働くという古典的な経
路が知られてきた。最近の文献では、ステロ
イドホルモン-受容体系が、細胞膜の受容体
の下流にあるシグナル伝達系を活性化する
ことにより働く新たな経路（非ゲノム作用）
の存在が、脳、卵巣、精巣などにおいて示唆
されている。申請者らも、マウス顎下腺にお
いて、細胞質中の転写因子である cAMP 反応
部位結合蛋白質（CREB）や JunD が、雄より
雌ではるかに強く発現し、雄の顆粒性導管に
おいて消失していることを見出した。アンド
ロゲン受容体は顎下腺において導管細胞の
みならず腺房細胞にも発現するが、腺房およ
び導管系の性差や、アンドロゲンによる顆粒
性導管細胞の分化におけるアンドロゲン受
容体の役割は解明されていない。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、マウス顎下腺の腺房および導
管系の分化の分子メカニズムと、アンドロゲ
ン-アンドロゲン受容体の役割を明らかにす
ることを目的として、正常の雌雄マウスおよ
びアンドロゲン受容体欠損マウス、およびこ
れらにアンドロゲンを投与した場合の顎下
腺における遺伝子発現を解析した。 
 
３．研究の方法 
 正常の雌雄マウスおよびアンドロゲン受
容体ノックアウトマウス（ARKO）の顎下腺に
おける組織形態を比較し、また腺房系や導管
系のマーカー遺伝子とその産物や、各種のシ

グナル伝達関連遺伝子とその産物の発現と
局在を PCR 法、Western ブロット法、in situ
ハイブリダイゼーション法、および免疫組織
化学法で解析して比較した。またこれらマウ
スにアンドロゲンや甲状腺ホルモンを投与
したときに顎下腺に発現が変化する mRNA を
マイクロアレイ法により網羅的に解析した。 
 
４．研究成果 
 マウス顎下腺の導管系は著しい性差をもち、
各種増殖因子を産生する顆粒性導管は雄で
のみ発達する。雌マウスへのテストステロン
投与により発現が亢進する遺伝子産物をマ
イクロアレイ法で解析した結果、受容体型蛋
白質チロシンフォスファターゼβ(RPTPβ) 
がそのひとつとして検出された。RPTPβは中
枢神経系においてニューロンの伸張等に関
与するとされる蛋白質であり、長、短２種類
の膜貫通受容体蛋白質および長、短２種類の
分泌蛋白質の計 4つの亜型をもつ。受容体型
の RPTPβに対するリガンドとしていくつか
の接着分子のほか、増殖因子のプレイオトロ
ピンなどが知られ、受容体に結合することに
よりフォスファターゼ活性を抑制してシグ
ナル伝達機構を作動させる。RPTPβのマウス
顎下腺における発現を RT-PCR で解析したと
ころ、RPTPβ-S のサブタイプのうち短鎖受容
体型（RPTPβ-S）が発現し、雄で雌よりも高
く、雌へのアンドロゲン投与により発現が増
した。免疫組織化学で、RPTPβ-S は雄では介
在部導管に強く局在して顆粒性導管では全
く陰性であったが、雌では介在部導管と線条
部導管に広く分布した。またプレイオトロピ
ンも顎下腺に発現し、雄雌で発現量の差は見
られなかった。プレイオトロピンは雄では介
在部および隣接する顆粒性導管の遠位端に
局在したが、雌では介在部と線条部導管全域
に広く分布し、RPTPβ-S と共存した。これら
の結果から、マウス顎下腺の導管系において
RPTPβ-S とそのリガンドであるプレイオト
ロピンの発現の組み合わせが、導管系の性差
の形成に関与している可能性が示唆された
（発表論文 2）。 
 マウス三大唾液腺において、耳下腺の腺房
細胞が消化酵素アミラーゼの主な産生部位
として知られている。一方で、顎下腺や舌下
腺におけるアミラーゼ産生の程度および産
生細胞の種類については必ずしも確定して
いない。これを明らかにするため、αアミラ
ーゼの mRNA と蛋白質の発現と局在を雄雌マ
ウスの三大唾液腺を用いて定量的および組
織化学的に解析した。アミラーゼ mRNA の発



現量は耳下腺、顎下腺、舌下腺の順に高かっ
た。耳下腺と舌下腺ではアミラーゼ mRNA の
発現に性差は認められなかったが、顎下腺で
は雌の発現量は雄の30％程度だった。In situ
ハイブリダイゼーションと免疫組織化学に
おいて、アミラーゼの mRNA と蛋白質のシグ
ナルは耳下腺の腺房細胞、舌下腺の漿液性半
月細胞、および雄の顎下腺の顆粒性膨大部導
管（GCT）細胞に強く陽性であり、雌雄の顎
下腺の漿粘液性の腺房細胞に弱く陽性、舌下
腺の粘液性腺房細胞には陰性だった。これら
の結果から、マウスの顎下腺ではアミラーゼ
は主に GCT 細胞で、一部は腺房細胞で産生さ
れること、また舌下腺では主に漿液性半月細
胞で産生されることが明らかとなった（発表
論文 1）。 
 アンドロゲン受容体（AR）を欠損するマウ
ス（ARKO）の顎下腺を調べたところ、雄の ARKO
でも雌と同様に顆粒性導管の発達が見られ
ず、アンドロゲン投与によっても転換が見ら
れなかったが、甲状腺ホルモンを投与すると
ARKO でも顆粒性導管細胞への転換が見られ
た。このことから、顆粒性導管細胞の分化に
は古典的な AR を必要とすること、甲状腺ホ
ルモンは AR なしに顆粒性導管細胞の分化を
引き起こすことがわかった。正常マウスと
ARKO マウスとの間で、また ARKO マウスにア
ンドロゲンや甲状腺ホルモンを投与する前
後で顎下腺の発現遺伝子を網羅的に比較解
析することにより、顆粒性導管に特異的な遺
伝子や、古典的な経路によらずにアンドロゲ
ンにより誘導される遺伝子を同定した（論文
投稿中） 
 細胞骨格蛋白質のケラチン５（K5）は、マ
ウス顎下腺導管系の一部に存在するとされ
るが、詳細な局在とその変化は明らかでない。
そこでマウス顎下腺の生後発達において K5
の局在を免疫組織化学で追求したところ、K5
は生後まもなくから分化した筋上皮細胞に
局在した。さらに、生後まもなくでは導管系
細胞に広く存在するが、介在部導管が形成さ
れる２週以降は、介在部導管のうち腺房に近
い顆粒性介在部導管細胞には存在せず、線条
部導管との境界部分の二層性上皮の基底側
の細胞、また排出導管の基底側の細胞に局在
した。このことから、K5 は筋上皮細胞のマー
カーであるとともに、介在部導管細胞が線条
部導管細胞に分化（雄では思春期以降にさら
に顆粒性導管細胞に分化）するときや、の前
駆細胞のマーカーであることが示唆された
（論文準備中）。 
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