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歯学の進歩･現状-

末棺臓器におけるベンゾジアゼピン受容体

山　岸　久　子　　川　口　　　充

東京歯科大学薬理学講座

Benzodiazeplne Receptors in Peripheral Organs

Hisako YAMAGISHI and Mitsuru KAWAGUCHI

Department of Pharmacology,

Tokyo I)ental College

は　じ　め　に

向精神薬のベンゾジアゼピン車　　　　　は,抗禾

安,筋弛緩,抗座撃作用を持ち,精神疾患だけでなく,

高血圧症,てんかん発作,基礎麻酔など広く臨床に用い

られているo　この　　美貢の特異的に結合する部位が脳

に存在するという幸R吾l)からベンゾジアゼピン受容体

受容体)の研究が始まった｡元来,生体内に存在

しない薬物に対する特異的受容体が存在するというのは

禾自然に恩われるが,アへンアルカロイドに対するオピ

オイド受容体は,この事実を裏付ける良い例であるo　こ

の場合の内因性物寛はペプチド頚のエンドルフィン,エ

ンケファリンであった｡場在,ベンゾジアゼピン受容体

の内因性物薯として表1に示した物薯が候楯にあげられ

ているが,最も可能性の強い物質は,エチルーβ -カルポ

リンー3-カルポキシレートである｡その後

受容体とのカップリング2),末櫓組織におけるBDZ受

容体の存在が報曹され3),中枢神経系と末粕組織におけ

るBDZ受容体の特徴, Cl‾チャネルとの関連性につい

て検討されてきた4)0

本稿では　　　受容体の研究の現状について概要を

述べるとともに,分泌細胞として代表的な腎臓における

BDZ受容体とCl‾チャネルのカップリングについて解

説する｡

1.ペンゾジアゼピン受容体の結合実験の実歴

従来から,受容体結合実験には,ラット,ウシなどの

全脳や大脳皮質の粗シナプス膜標品(P 2画分)が用いら

れているo新鮮な脳を10倍容室の氷冷した　　　のショ

糖液中でホモジナイズし　　　× gで10分間遠沈し,

その上清をさらに　　×　　　分間遠沈する.沈漆は

緩衝液　　　あるいは　　　　　緩衝

液　　　　　　に懸薗し　　　×　　分間の遠沈

を2回繰り返して,その沈香を緩衝液に再感瀦して結合

実験に用いる｡ BDZ受容体結合実験に使用する主なリ

ガンドについて表2に示した｡

結合実験は,緩衝液に感癌した膜標晶に,標識リガン

ドとして3H-ジアゼハムを添加し, 4℃で20分間イン

キュベート後,ガラスフィルターに吸引濠過法によって

膜を吸着させて,シンチレーションカクテルに浸溝後,

βシンチレーションカウンターで3H結合量を刺定す

る｡標識リガンドのみを添加したときの結合量を全結合

義,高濃度の非標識リガンドを添加したときの結合量を

非特異的結合量と考えると,受容体のみと結合している

特異的結合量は全結合量から非特異的結合量を引いて求

める.この結合実験で待られた値を　　　　　解析す

ることで,その受容体の親和性(Kd値)および受容体数
1イヽ

値)を算出できる｡

p2画分を用いた研究方法は,受容体結合のためのリ

ガンドの至適漬虎と,作用発項のための至過激度の間

に　　　倍近くの違いのあることが欠点であった｡

年代に入り　　　　　　　　　や単離平滑鋸田胞な

ど,細胞機能を保持した実験系を用いて,受容体研究が

進められるようになった　　　　　　　　　　　は,

と　　　　　　　を含んだ小胞構造をし

ており,膜電位を保持した状態での受容体やチャネルの
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表1ベンゾジアゼピン受容体に作用すると
考えられている内因性物質

βカルポリン章　エチル-β-カルポリンー3-カ

ルポキシレート

プリ　ン歎　　イノシン

ヒポキサンチン

2-デオキシイノシン

カフェイン

テオフイリン

トリ　ブト　　L一トリプトファン

フ　ァ　ン類　　メラトニン

N-アセチルメトキシキヌレナミン

ペプチド薬　　ジアゼハム-バインディングーイ

ンヒビター

そ　の　他　　　　　　モジュリン

ニコチンアミド

トリアゾロピリグジン

プロスタグランジン

機能を解明することができるので,主として,中枢神経

編胞における　　　　受容体と　　　　　　　　アドレ

ナリン受容体　　　ヒスタミン受容体6),電位依存性

Na十チャネル7)などの研究に用いられている｡また,早

離平滑筋細胞は,筋収縮機構の解明のために用いた実験

系であったが,現在,アドレナリン受容体やムスカリン

受容体および編胞内　　動態の研究にも用いられるよ

うになっている　｡単離細胞は,平滑筋だけでなく,

外分泌腺の摩滅10)および肝臓で試みられている｡大脳皮

薯の　　　　　　　　　　及び庫臓の単離腺房編胞の

調整方法を図1に示す｡

2.中枢型ベンゾジアぜピン受容体

1)脳におけるベンゾジアゼピン受容体の存在

年　　　　と　　　　　　　　　　　と

12)の2つの研究グループによってラット脳にB]⊃Z受容

体が存在することが報害された. 3Hで標識したジアゼ

ハムを用いて,ラット脳組織への結合実験を行い,その

結果, BI)Z楽が特異的に結合する部位の存在が証明さ

れた｡この結合は,主にシナプス膜画分に存在し,高親

和性(Kd値:結合解離定数がnMレベル),飽和性であ

り,かつ可逆的であった(図2)｡さらに立体特異性

を示し,数種のBDZ楽による3H-ジ

アゼハムの結合阻害能力(Ki値)と薬理活性との問に高

い相関性が認められた｡｡図3は,種々のBDZ美白の脳

シナプス膜に対する3H-ジアゼハムのKi値とネコの

筋弛緩作用に対する最小有効室(EI)　　との相関関係

を示している｡また,脳の各部位におけるB]⊃Z受容体

の分布を　　　ジアゼハムの特異的結合室から調べる

と,ラットでは大脳皮薯で最も高く,次いで視床下部,

小脳,中脳,海馬,線条体,延髄一橋,脊髄の順であり

1),ヒトでは,大脳皮薯,小脳,后桃,海馬,視床下

部,尾状核13)の服に,受容体が多く分布していた｡これ

表2　ベンゾジアゼピン受容体の結合実験に用いる主なリガンド

3H-リガンド　　　　　　受容体のタイプ 親和性に関する　　　　の　　ラット大脳皮薯における
効　　　　　　　　　　果　　親和性(Kd値: nM)

ジアゼハム

フルニトラゼハム

クロナゼハム

プロピル-β-かレポリン1

31カルポキシレート

エチル-β-hjレポリンー31

bJレポキシレート

メチルーβ-カルポリンー3-
カルポキシレート

Ro15-1788

Ro1514513

CGS-8216

Ro5-

PK11195

中枢･末栖型

中枢･末櫓型

中枢型

中枢型

中枢型

中枢型

中枢型

中枢型

中枢型

末棺型

末槽型

増加

増加

増加

やや増加

無し

減少

L

 

L

 

L

 

L

 

L

短
短
無
無
無

0　0　5　84　1　0　0
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の調薬方法

ラット大脳皮薯

J

+ 2倍客室の氷冷したトリス緩衝夜

I

ルーズなクリアランスのガラスーガラスホモジナイ

ザーで10回ホモジネート

I

遠心分離　　　×　　　　　　分間

I

沈漆を20倍客室の氷冷したトリス緩衝液に懸濁

I

懸蘭液を濠過①　　　のナイロンメッシュを3枚重

ねて濠過し,
②　　　　　　　フィルターで波過す

る｡

連夜を遠心分離　　　×　　　　　　分間

J

沈漆を22℃のトリス緩衝液で洗浄し,ビペッティン

グ操作により懸蘭するo

l

synaptoneurosomes

2 )単離腺房細胞の調整方法

モルモットの樽臓

821

+コラゲナーゼを添加したクレブス-リンゲル

緩衝液

J

ミンス

1

分間インキュベート

J†　　Å

分間インキュベート

1　　∴

インキュベート　3-5分間

+コラゲナーゼを添加したクレブス-リンゲル

緩衝液

ピペッティング操作により慮薗する0

I

年血清アルブミンを添加したクレブスJ)ンゲル
緩衝液で洗浄する｡

J

遠心操作により得られた沈連を緩衝液に懸薗するo

I

単離腺房細胞

図1大脳皮薯の　　　　　　　　　　および庫臓の単離腺房細胞30)の調整方法

は　　　　受容体の分布と戴似しているo以上の結果

は　　　　　受容体とBDZ受容体のカップリングを示

唆する根拠の一つと考えられている｡

2)末櫓組織のベンゾジアゼピン結合部位

らは,ラット脳におけるBDZ受容体の証

明とともに,末棺組織にもBDZ結合部位が存在するこ

とを報吾した3)｡そして,ラットの腎臓,肝臓,肺臓な

どの末櫓臓器にも3H -ジアゼハムの特異的結合部位が

存在するが,その結合は脳とは異なることを示してい

る｡つまり①脳で低親和性を示す　　　　　　　　　ク

ロロジアゼハム)に対しては高親和性を示し,脳で高親

和性を示すクロナゼハムに対しては,低親和性を示す｡

②結合部位は,脳ではシナプス膜に多いが,腎臓では

ミトコンドリア画分に多い｡ ③腎臓におけるKd値は40

nMと脳　　　　より親和性が低いことがわかった｡こ

のことから,腎臓,肝臓,肺臓などの末棺臓器の

結合部位は,中枢神経系における受容体とは性薯の異な

るものであり　　　受容体は中枢神経系における中枢

型BDZ受容体と,末棺組織に存在する末栖型BDZ受

容体に大別されることになった｡

〕AA受容体とのカップリング

脳にB]⊃Z受容体の存在が証明された翌年

らはBDZ受容体と　　　　受容体の関連性

について報吾している2)｡つまり,中枢神経系において

重要な抑制伝達物薯とされるγ一アミノ酢酸

および　　　　アゴニストのムシモールは　　　ジア

ゼハムの結合量(親和性)を増加させる｡一方

アンタゴニストのビキュキュリンは, 3H-ジアゼ

ハムの結合量(親和性)を減少させる｡しかし,受容体数

値に変化はみられなかった｡さらに　　　　受

容体の結合実験で,ラット脳への　　　　　の特異的

結合には　　　　　解析すると高･低親和性の2成分

の結合部位が認められるが,ジアゼハムはこの低親和

性結合部位において受容体数を変化させずに,親和性

のみを増加させた14'｡このことから, BI)Z受容体と

受容体は,同一の受容体ではなく,隣接し,

密接に連関していることが示唆された｡また

p-40により可溶化した　　　　受容体の結合もジア

ゼハムにより促進されること,この可溶化でBDZ受容

体も同時に可溶化され, 2つの受容体は同一の蛋白分子

上に存在することが示唆された

-33-
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図2　ラットの大脳皮薯P2画分における　　　アゼハムの特異的結合の飽和曲線(左図)とその
解析(右図

(
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田
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1　　　　　　　　11

1　　　10　　　100　　1,000 10,000

Displacing potency in 3H-diazepam binding, Kl (nM)

図3　種々のBDZ薬の脳シナプス膜画分での3H
-ジアゼハムの結合阻害能力(Ki値)とネコの

筋弛緩作用に対する最小有効室(EI)　　の相
関関係｡

その後　　　　　受容体は　　　受容体およびピク

ロトキシン/バルビツール酸誘導体作用部位　　チャ

ネルとともに複合体を形成していることが示唆された

16)｡さらに　　　　受容体のサブユニット検索のた

めに　　　クローニングが行われたo　その結果,

受容体はa,β, γ, 6の4種幾のサブユニット

から構成され,それぞれのサブユニットにも数種のサブ

タイプが存在し,その構成により　　　　受容体のサ

ブタイプの存在が幸匡吾されている17)｡また　　　結合

部位はαサブユニット上に　　　　結合部位はβサブ

ユニット上に存在し　　　　受容体の機能発寛のため

には, α, βサブユニットの他にγサブユニットが必要

であることが明らかとなった19)｡ (図4)

4)中枢型ベンゾジアゼピン受容体のサブタイプ

年に新しいBDZとして　　　　　　トリアゾ

ピリグジン誘導体)が開発され　　　受容体に対する感

受性の違いから,中枢型BDZ受容体にはサブタイプが

存在することが示唆された　　すなわちI型は, CL

に高親和性を示し,小脳に多く存在する一方,

Il型は　　　　　に低親和性で,大脳皮薯,海馬に多

く存在する｡また　　　受容体の内在性物薯のひとっ

とされるプロピルーβ一カルポリンー3-カルポキシ

レート(β　　　　の標識リガンドに対して高親和性を

示す受容体を　　　受容体,低親和性を示す受容体を

受容体と分歎する方法もある2°｡この　　　受容
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サルマゼニール(アンタゴニスト)

ジアゼハム(アゴニスト)

ベンゾジアゼピン受容体

WB AiA｢A岩

アゴニスト)

823

ビキュキュリン

(アンタゴニスト)

ピクロトキシン

Crチャネル

Gig
図　　　　　受容体/ベンゾジアゼピン受容体　　　ヤネル/バルビツール酸誘導体作用部位の模

式図

体は　　　　　受容体とカップリングしていないとさ

れている｡

近年,ジアゼハムに低親和性のBDZ受容体が存在す

ることが明らかになり, αサブユニットのサブタイプ

によるBDZ受容体の性賛が示唆された　　すべての

BDZ受容体は　　　　　　　サルマゼニール:中枢型

BI)Z受容体のアンタゴニスト)に高親和性である｡その

うち,α1, α2, α3, α5サブユニットを持つ

受容体は,ジアゼハムに高親和性であるが, α 4とα 6

サブユニットを持つBDZ受容体は,ジアゼハムに低親

和性である｡さらに,ジアゼハムに高親和性のBDZ受

容体のうち, α1サブユニットを持つ受容体は, CL

ゾルビデンに高親和性の　　　型受容体であ

り,α2, α3, α5サブユニットを持つ受容体は, CL

ゾルビデンに低親和性の　　　型受容体であ

る｡この　　　型受容体のうち, α5サブユニットか

らなる受容体はβ一ccEに最も低親和性であり, α

サブユニットからなる受容体は　　　　　に

最も低親和性であるo (図5)

チャネルとベンゾジアゼピン,バルビツール酸

誘導体

が　　　　受容体のβサブユニットに結合す

ると,膜のCl-透過性が元進し,シナプス後漠では抑制

性シナプス電位　　　が惹起されて,細胞は過分極を

おこし,活動が抑制される｡神経終末部では

によるC1-コングクタンスの上昇は脱分極を惹起し,神

経伝達物質の放出を抑制する　　　やバルビツール酸

誘導体はこの　　　による　　ヤネルの電流を増強

することが知られている　　　　年には　　　　　ら

によってジアゼハムとフェノバルビタールの

受容体　　チャネルへの作用の相違点が明らかにされ

た23)｡つまり,ジアゼハム存在下での　　　　受容体

電流の増強は,開口頻度の増加によるもので,各々の開

口時間は変わらなかった｡一方,フェノバルビタール存

在下での　　　　受容体電流の増強は,開口頻度の増

加によるものではなく,各々の開口時間が延長すること

に起因することが明らかになった｡このような相違は,

ジアゼハムとフェノバルビタールが　　　　　受容

体　　チャネルに対し,異なった作用点を持つことを

示しているo (図6)

3.末櫓型ベンゾジアゼピン受容体

年　　　　　らが,腎臓にもBDZ結合部位が

存在すると報害して以来　　末循組織のBDZ結合部

位に関する研究は,他の臓器へと進んだ｡腎臓,肝臓,

肺臓,副腎に次いで,こう丸　心臓　筋肉,赤血球

血小板　胸腺,肝臓,末櫓リンパ球28)　腹膜マ

スト細胞30)おける末稽型BDZ受容体の存在が報吾され

ている｡
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図5　aサブユニットの組み合わせと薬物の親和性
の関係22)

①内のサブユニットを持っ受容体はサルマゼ
ニールに高親和性である｡

②内のサブユニットを持っ受容体はジアゼハム
に高親和性である｡

③内のサブユニットを持っ受容体はジアゼハム

に低親和性である｡
④内はBDZl受容体を表し　　　　　　　ゾ

ルビデンに高親和性である｡

⑤内は　　　受容体を表し　　　　　　　ゾ
ルビデンに低親和性である｡

ゾルビデンとβ　　　に対する親和性は,
④>⑥>⑦の順であり　　　　　　に対する

親和性は④>⑦>⑥の順である｡

しかし,その後中枢神経系においても,中枢型BDZ

受容体とは別に末棺型BDZ受容体が存在することが明

らかになった31)｡この実験は,末櫓塑受容体に高親和性

でしかも中枢型Bt)Z受容体に低親和性の

を用いて行われた｡その結果,ラットの脳にも

に高親和性の結合部位が存在し,その結合部位

は多くの点で中枢型BI)Z受容体と異なっていた｡つま

り　　　　　　　　　　　　イソキノリンカルポキサミ

ド誘導体)に高親和性を示し,クロナゼハムに低親和性

を示したこと,ミトコンドリア画分に多く存在するこ

と,脳における分布は,中枢型の最も多く存在する大脳

皮薯には少なく,橋に多く存在することが挙げられる.

また,中枢型は　　　　受容体とのカップリングが認

められたが, 3H-　　　　　の結合部位は　　　　に

よって変化せず　　　　　受容体とカップリングして

いないことが示唆きれた　　このように末櫓型BI〕Z受

容体は末棺組織のみならず中枢神経系においてもその存

在が中枢型と明らかな相違点を持って認められた｡また

HYPOTHETICAL BURSTS OF CHANNEL OPENINGS

GABA

GA】〕

GABA + PHENOBARBITAL

C

0

C

0

C

0

図　　　　　　受容体電流に対するジアゼハムと

フェノバルビタールの作用の違い23)
はチャネルを頻繁に開口するo

A 2 :ジアゼハム存在下で電流の出現頻度は
増加する｡しかし,開口時間は変わら
ない｡

A3 :フェノバルビタール存在下で,電流の
出寛強度は変わらないが,開口時間が
延長する｡

新生ラットに　　　　　　　を投与し,全身オートラ

ジオグラフィーにより,受容体の局在を調べた結果,末

櫓型BDZ受容体は,副腎,こう丸,腎臓,唾液腺など

の分泌機能を持つ臓器に高濃度で存在した33)｡さらに細

胞画分法と細胞小器官のマーカーを用いて,副腎,腎

臓,肝臓の末櫓型BDZ受容体の局在を調べると,ミト

コンドリア外膜に多いことが明らかになった34)｡しか

し,その後,ミトコンドリアを持たない赤血球では非ミ

トコンドリア画分に受容体が存在すること　　モルモッ

トの肺臓では,ミトコンドリア内膜に存在することが報

害され　　職者による局在の相違が明らかになったO

低親和性)ベンゾジ

アゼピン受容体

年　　　　　　　らは　　　東がpMの濃度で

脳のCa2上カルモジュリンプロテインキナーゼ活性を

抑制すること　　ラットの脳にFLMのBDZ楽と結合す

る受容体が存在することを報告した38)｡この受容体は,

nMレベルの高親和性受容体に対し,低親和性BDZ受

容体と分顛された｡図7にその　　　　　解析結果を

示す｡この〃Mレベルの受容体(Kd値-45〝

値　　　　　　　　　　　が,高親和性　　受容体

と明らかに異なっている点は, ①ペンチレンテトラゾー

ルによる誘発座撃が,高親和性　　受容体を介して抑

制されるのに対し,電気ショック誘発性座撃は.低親和

性　　受容体を介して抑制されること, ②高親和性受
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容体に低親和性しか示さない　　　　　に対し高親和

性を示すこと, ③この受容体の親和性は　　　によっ

て増加しないことである｡

5.ペンゾジ7ゼピン受容体と　　チャネルとの関連

性

ベンゾジアゼピン受容体の性状が明らかになるととも

に　　十チャネルとの関連性が以下のように示唆され

ている｡

1)ジアゼハム,フルラゼハムは, pMの濃度で, ,L蘭

の　　　　　　　　　　　　チャネルをブロックし,

心筋の収縮抑制,血管拡張,抗不整脈作用に関与してい

る

2)シナプトゾームでの脱分極性　　の取り込みは,

FLMの濃度のBDZ楽で抑制される40)｡シナプトゾーム

への　　　の取り込み実験によると,この　　取り込

みの抑制は,低親和性BDZ受容体を介して行われ,高

親和性受容体は関与していない｡つまり低親和性BDZ

受容体は,脳において　　　　　　　　　　　　チャ

ネルと関連している｡シナプトゾームのK+誘導性

取り込みのBDZ幾による抑制率は　　　チャネルア

ンタゴニストのベラパミール,ニトレンジピン,ニモジ

ピンによる抑制率と類似している0

3)ウサギ心臓,ラット脳のミトコンドリアの

交換系はジアゼハムによって抑制される　　ジア

ゼハムはミトコンドリアからのNa+誘導性　　放出を

0　40　　　120　　　200　　　280　　　360

Bound (pmole/mg)

図7　ラット大脳皮質の　　　アゼハム結合の
解析

3H-ジアゼハムの濃度が　　　　　　　の範

囲で結合実験を行うと,高親和性　　結合郭
位と低観和性(〟 M)結合部位がある36)｡

825

抑制したが　　　　　　　この作用は,ベンゾチア

ゼピン誘導体　　チャネルブロッカーのジルチアゼム

と歎似したものであり,その作用が高

親和性BDZ受容体のアンタゴニスト　　　　　でブ

ロックされなかったことから,低親和性　　受容体を

介していると考えられる｡

4)モルモット心臓の末櫓塑BDZ受容体は

チャネルとカップリングしている｡末稽型アゴニストの

はJL蘭の収縮力を減少させるoまた,末槽

型アンタゴニストの　　　　は,ニトレンジピン,ベ

ルパミール,ジルチアゼムのような　　チャネルブ

ロッカーの作用に括抗するが,テトラエチルアンモニウ

ム　　　によるK+チャネルブロック作用を抑制しない

以上のことから,末栖型受容体と　　チャネルの

共役が示唆されたが,同年　　　　　　　実験によ

り　　　一　がpMの濃度で　　の内向き流を抑制

することから　　　とカップリングしている末櫓型受

春体は,高親和性ではなく,低親和性BI)Z受容体であ

ると考えられている

5)ヒヨコの後根神経節ニューロンを用いた　　チャ

ネルの電流を測定する実験で〃M濃度のメタゼハムは,

チャネルをブロックすることから,脊髄知覚

ニューロンにおいても　　　チャネルとカップリング

した　　受容体の存在が明らかになっている44)｡

6)ラットの心臓および腎臓からとったミトコンドリア

からのCa2十の放出を調べた実験では,末棺型BDZ美貢

の　　　　　　　　　　が　　　が持つミトコンド

リアからの　　放出抑制作用に,浩抗することが明ら

かになった45)｡この誘導は中枢型リガンドのクロナゼハ

ムでは発現せず,末棺塑受容体によるものと考えられ

る｡

7)さらに近年,神経芽醐包腫由来の継代細胞を用いた

ト　　一　　　法で,高濃度のクロナゼハ

ム　　　　は　　　　　　チャネルのみを抑制し,

高濃度の　　　　　　　　〃M),ジアゼハム

ニトラゼハム　　　　は　　　と　　　の

チャネルを抑制した46)｡このことから,低親和性

BDZ受容体には中枢型と末櫓型が存在し

チャネルは中枢･末棺塾の低親和性受容体によっ

て制御され　　　　　　チャネルは末粕型低親和性受

容体によって制和されることが明らかにされた.

6.管臓におけるBDZ受容体とCl-チャネルとの関連

性

中枢神経だけでなく,腎臓,副腎などの末槽臓若にお
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ける, BI)Z受容体でもCl‾チャネルをかップリングし

ていることが　　輸送と末櫓型アゴニストの受容体結

合実験により明らかにされている　｡

ラットの腎臓の膜標DDDを用いた　　　　　　　の結

合実験で,アニオン楽は

云の順で,親和性だけを減少させたこと, C

1-透過性に関してもアニオン幾は阻害効果の力価が同じ

傾向で認められたこと, 3H-Ro5-　結合阻害効果

を示したこと,両者の間に高い相関性が認められるこ

と

輸送ブロッカー)は3HI

Ro5一　　結合を減少させること4)｡また,アニオン

輸送ブロッカーのフロセミド,ブメタミド,ハイドロク

ロロチアジド

が

-　　の結合を阻害する濃度と, Cl一輸送を阻害する濃

度に一致が認められることから,腎臓の末櫓型BDZ受

容体とアニオン輸送は,カップリングしていると考えら

れている47)｡さらに,スピロノラクトン(アルドステロ

ン受容体アンタゴニスト),アミロライド　　輸送イン

ヒビター),ウアパイン　　　　　　　　　インヒビ

ター)は　　　　　　　の結合を阻害しなかったこと

は　　　受容体はがCl‾チャネルだけとカップリング

していることを裏付けるものである47)｡

お　わ　U　に

ベンゾジアゼピン受容体の研究は,イオンンチャネ

ル,セカンドメッセンジャーとの関連性についてなされ

ている｡しかし,これまでの唾夜腺におけるベンゾジア

ゼピン受容体の研究は,オートラジオグラフィーを用い

たものが報吾されているにすぎなかった33'｡現在,我々

は,耳下腺と顎下腺にはBDZ受容体の末櫓型だけでな

く,中枢型の存在も確認している　今後,唾夜腺を用

いた研究が,中枢神経細胞の中枢型受容体との違いや,

末棺型受容体の機能の解明に発展するとともに,唾液腺

における向精神薬の副作用防止の発見につながることを

親待する｡
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