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は じ め に

唾液分泌のメカニズムについての研究は，古く

から行われており，その構造，細胞による相違点

との関連とともに明らかになってきている。唾液

生成をつかさどる腺房細胞における受容体の種類

や機能，その後の唾液の流れ，さらには唾液を利

用した種々の治療方法の開発について種々報告さ

れている。

近年，高齢化社会が進むにつれて，唾液機能不

全を訴える患者の増加が認められている。その中

の一つの要因として，我々の教室では，薬物の服

用による唾液減少について研究を行っている。本

稿では，薬物の服用がどのようにして唾液の分泌

を抑制するのか，基礎的研究の現状と展望につい

て解説する。

唾液分泌調節機構の基本概念

唾液分泌を調節している受容体は大きく２つに

分類される。１つは，ムスカリン受容体やアドレ

ナリン受容体のように唾液分泌を促進する受容体

である（表１）。ムスカリン受容体刺激は，唾液の

電解質と水成分の分泌に主に関与し，βアドレナ
リン刺激は，タンパク成分の合成と分泌に関与し

ている。その他に，αアドレナリン受容体，サブ
スタンス P受容体，VIP 受容体，ヒスタミン受

容体などの存在が知られている１，２）。唾液の分泌

は，これらの受容体の刺激を介して，唾液の液状

成分と蛋白成分の分泌によって行われている（図

１）。それぞれの受容体を介して伝達される細胞

内シグナリングによって，腺房細胞内にて原唾液

の生成が行われ，それが導管を通過する間に管上

皮細胞を介しての電解質の再吸収およびタンパク

質の分泌が行われて原唾液よりも塩濃度の薄い唾

液となって口腔内に分泌される３，４）。

唾液腺唾液分泌に関与するもう一つの受容体

は，唾液分泌に対して抑制的に働く受容体である

（表１）。従来，唾液分泌の抑制制御は，何らかの

原因によって促進性受容体に刺激が伝わらないた
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表１ 唾液腺における受容体の種類と機能

受容体名 サブタイプ 水分泌 タンパク分泌

αアドレナリン受容体 α１ ↑ ↑

βアドレナリン受容体 β１ ↑↑↑

β２ ↑

ムスカリン受容体 M３ ↑↑↑ ↑

サブスタンスＰ受容体 NK―１，２，３ ↑ ↑

VIP 受容体 ↑ ↑

ヒスタミン受容体 H１，H２ ↑

ベンゾジアゼピン受容体 中枢型 ↓↓ ↓↓

末梢型 ↓ ↓

GABA受容体 GABAA ↓↓ ↓↓

↑：促進的に働く
↓：抑制的に働く
矢印の数は，その受容体の作用に対する効力の大き
さを表している。
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めに生じると考えられていたが，我々の研究室で

は，これら促進性受容体の遮断という作用機序の

ほかに，抑制性受容体を介する独立した調節機構

が存在することを明らかにした。その代表的な例

が，薬物性口腔乾燥症のなかでも発症頻度の高い

ベンゾジアゼピン類による口腔乾燥である５，６，７）。

この唾液分泌抑制作用について，我々の研究室で

は，in vivo における唾液分泌実験で，ジアゼパ

ムやクロナゼパムなどのベンゾジアゼピン類が，

ラットの耳下腺唾液分泌を用量依存性に抑制する

こと，in vitro においては，ラットの腺房細胞に

おける腺腔側への塩素イオンの流出を抑制するこ

とを報告している８）。これらの結果から，ベンゾ

ジアゼピン化合物による口腔乾燥は，唾液腺に存

在する抑制性受容体であるベンゾジアゼピン受容

体を介して行われていることが明らかになった。

図１ 唾液腺細胞における唾液分泌機構と抑制性調節機構
電解質輸送に関与するムスカリン受容体と α受容体はGs 蛋白，アデニレートシクラーゼの順に活性化して
cAMPの生成，プロテインキナーゼＡの活性化と連係して細胞応答を起こす。分泌細胞ではこの系は分泌顆粒
からの蛋白分泌を行う。β受容体，ヒスタミンＨ２受容体はGq蛋白と連係し，ホスホリパーゼCを活性化して
IP３を産生する。IP３は Ca ストアーに作用してCaを遊離させてカルモジュリンを活性化して細胞応答を起こ
す。この場合も分泌顆粒からの蛋白分泌である。
一方，Caは管腔側のCa依存性 Cl チャネルからCl を流出させる。これが唾液の水分泌の原動力となる。細胞

内のCl は血管側のNa／K／Cl 共役輸送を介して補給される。水の輸送は細胞間隙を通過する経路と，アクアポ
リン５（AQP５）により構成される水チャネル（ウォーターチャネル）を介して流入流出が行われる（図に記載な
し）。
GABAA／CBR複合体は，血管側膜に存在すると考えられる。また PBRは血管側の膜およびミトコンドリア

膜に分布すると考えられている。細胞膜上のこれら受容体は PLC活性を抑制しCaストアーからのCaの放出を
抑えるのでCl 流出と蛋白分泌が起こりにくくなる。この抑制作用は，M受容体，β受容体刺激作用と拮抗する
ので，交感神経刺激，副交感神経刺激に対する抑制性調節機構であると考えられる。
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唾液腺におけるベンゾジアゼピン受容体を

介した抑制制御機構

ベンゾジアゼピン類は，精神疾患だけでなく高

血圧症などの内科疾患を有する患者に処方されて

いる。特にその服用者数は，高齢者になるほど多

くなっている。これらの薬物は，その期待される

作用の発現のために，長期連用する場合がほとん

どである。長期連用よる唾液分泌の減少によっ

て，口腔粘膜疾患の発現，義歯の装着困難などの

障害が生じるほか，唾液中に含まれる抗菌タンパ

クの絶対量の減少が原因と考えられているカンジ

ダ症および歯頸部齲蝕，歯周疾患等を誘発するこ

とが報告されている９，１０）。これらは，単に口腔疾

患の発生にとどまらず，重度の場合は全身疾患の

誘発にもつながる要因となっている。これまでに

我々の研究室では，唾液分泌が抑制されるメカニ

ズムは，単にムスカリン受容体やアドレナリン受

容体の遮断によるものではないことを報告してい

る１１）。そして，特異的に作用する受容体として，

唾液腺に中枢型と末梢型の２種類の性質の異なる

ベンゾジアゼピン受容体が存在することを明らか

にした１２，１３）。このうち，中枢型ベンゾジアゼピン

受容体は，中枢型ベンゾジアゼピン化合物の拮抗

薬であるフルマゼニルのアイソトープ標識化合物

である［３H］Ro１５－１７８８と特異的に結合する膜タ

ンパク質である。その薬理学的特徴は，唾液腺に

おける受容体の数は，末梢型ベンゾジアゼピン受

容体と比較して１／１００，大脳皮質に比較して

１／１０００と，極めて少量ではあるが，脳の受容体

の約１／２の感受性を有することが明らかにされて

いる。一方，末梢型ベンゾジアゼピン受容体は，

腎臓，副腎，肝臓，心臓その他ほとんどの末梢臓

器および中枢神経系に存在する受容体であるが，

中枢型とは薬理学的特徴が異なり，ベンゾジアゼ

ピン類の他にイソキノリン誘導体との親和性も高

く，ステロイドの合成やホルモンの分泌に関与し

ていると考えられている１４，１５）。この受容体に関し

て，存在を示唆する報告は１９８０年代にさかのぼる

ことができるが，その数は数報にとどまること，

実験手法がオートラジオグラフィーを用いたも

の１６，１７）で受容体の薬理学的特性についての詳細な

報告はされていないことから末梢型ベンゾジアゼ

ピン受容体についての詳細な薬理学的特性につい

て調べた。その結果，耳下腺，顎下腺，舌下腺の

すべての唾液腺に存在すること，ヒト，ラット，

マウス，ウサギにおける受容体と特徴が類似して

いることを報告している１８）。

中枢神経系における中枢型ベンゾジアゼピン

受容体／GABAA 受容体複合体

中枢神経系において中枢型ベンゾジアゼピン受

容体は，GABAA 受容体と複合体を形成して存在

することが明らかになっている。つまり，GABAA

受容体複合体は，α，β，γ，δ，ρと呼ばれる５つ
の大きさ，性質の異なるタンパクサブユニットか

ら形成されている（図２）１９，２０）。その薬物認識部位

として，１．抑制性神経伝達物質である γアミノ

図２ GABAA 受容体複合体の構造
機能的なGABAA 受容体複合体は，α，β，γの

サブユニットから構成され，その中心には塩素イ
オンチャネルを有している。複合体はサブユニッ
トが連結して，GABA結合部位，ベンゾジアゼ
ピン類の結合部位，バルビツール酸誘導体結合部
位，ニューロステロイド結合部位などを形成して
いる。（The GABA Receptors eds. Enna SJ and
Bowery NG, p８５，１９９７より）
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酪酸（GABA）の結合部位，２．向精神薬であるベ

ンゾジアゼピン類の結合部位，３．全身麻酔薬で

あるバルビツール酸誘導体の結合する部位，４．

エタノール結合部位，５．受容体調節因子として

神経細胞が独自に作り出すニューロステロイドの

結合部位，６．その他，塩素イオン，亜鉛イオン

などの結合部位が存在している２１，２２）。これらのサ

ブユニットの中心に存在するのが，塩素イオン

チャネルであり，中枢型ベンゾジアゼピン受容体

は，GABAA 受容体複合体の一部分として位置づ

けられている。種々の薬物の刺激によって，受容

体の塩素イオンチャネルが開口し，塩素イオンの

流入あるいは流出が起こって，細胞内にその変化

が伝播されていく２１）。中枢神経系では，GABAA

受容体は，大脳皮質，小脳，海馬などほとんどの

組織に存在するが，その構造は部位によって特異

性があり，その薬理学的特徴，機能も部位によっ

て異なっている。つまり，塩素イオンチャネルを

介した塩素イオンの流入，流出も受容体の存在す

る部位によって異なっているのである２３）。中枢神

経系において，GABAA 受容体複合体の存在は，

全身麻酔薬，精神鎮静薬の服用やアルコールの飲

酒などによる中枢の抑制的作用に関与するだけで

なく，興奮作用の調節に関与している重要な受容

体の一つと考えられている。

唾液腺におけるGABAA 受容体の存在と機能

我々は，中枢型ベンゾジアゼピン受容体が唾液

腺に存在することから，GABAA 受容体も唾液腺

に存在する可能性を考え，中枢神経における受容

体と同様にベンゾジアゼピン受容体と共役し，唾

液分泌に対して抑制的制御をおこなっているかを

以下の実験で検索した。

� ラット唾液分泌抑制実験

この実験では，ラットの耳下腺あるいは顎下腺

にプラスティックチューブで作成したカニューレ

を挿入して，腹腔内注射によってピロカルピン刺

激を与えて，マイクロチューブに唾液を採取する

方法を用いている。その結果，ピロカルピン刺激

による唾液分泌は，GABAA 受容体の作用薬であ

るムシモールによって用量依存性に抑制された。

また，この抑制は，GABAA 受容体の拮抗薬であ

るビククリンを前投与することによって遮断され

た（図３）。このことから，GABAA 受容体は唾液

分泌に対して抑制的に働いていることが明らかに

なった。

GABAは抑制性の神経伝達物質であり，脳に

もっとも多く存在している。我々の研究室では，

唾液腺にも中枢神経系と同様に，GABAおよび

その前駆物質と代謝物が認められ，GABA生合

成および代謝系が存在することを明らかにしてい

る２４）。この結果をもとに，伝達物質であるGABA

の唾液分泌に対する作用を調べた。GABA単独

投与では，唾液分泌の抑制は高濃度でも認められ

なかったが，GABA分解酵素阻害剤の併用投与

を行うと，唾液分泌は有意に抑制された。つま

り，GABA単独投与では，GABAは唾液腺に存

在する分解酵素によって直ちに分解されてしま

い，唾液分泌抑制作用をほとんど有しないが，分

解酵素阻害剤が存在することによって，GABA

の代謝系が遮断され，GABAの作用が持続し，

唾液分泌を抑制するのに十分なGABA量が唾液

腺に存在して作用を発現すると考えられる。この

実験によって，GABA生合成代謝系が機能的に

働いていること，唾液分泌の抑制調節に関与して

いることが明らかになった。

図３ 唾液分泌に対するGABA受容体薬物の作用
作用薬の投与量を多くすると唾液分泌は，用量

依存性に減少する。また，拮抗薬を併用すると唾
液分泌は回復する。
→：唾液分泌量，数が多いほど唾液分泌量は多

い。作用薬，拮抗薬の投与量を図形の面積で
表している。

歯科学報 Vol．１０１，No．８（２００１） ７２７

― 19 ―



� アイソトープを用いた受容体結合実験

細胞膜上における受容体の性状，特に受容体の

数，親和性，どのような薬物と関連が深いかなど

の薬理学的特徴を検索するためには，アイソトー

プでラベルされた薬物と調製した膜タンパクを用

いての実験が行われている。実験の結果は，受容

体の数（Bmax 値）と受容体の親和性（Kd値）に

よって表される。我々はGABAA 受容体に関し

て，作用薬であるムシモールをアイソトープであ

るトリチウムで標識した薬物によって，その特徴

を検索した。大脳皮質においては，高親和性と低

親和性の２種類の結合部位が存在することが報告

され，この２種類の結合部位をあわせてGABAA

受容体としている。唾液腺（耳下腺，顎下腺）に関

して，大脳皮質における受容体との相違点につい

て受容体結合実験を用いて比較した。その結果，

どちらの唾液腺も結合部位は１つであり，それは

低親和性であること，また受容体数は大脳皮質に

比較して少ないことが明らかになった２５）。しかし

この受容体数は，以前報告した中枢型ベンゾジア

ゼピン受容体の数とほぼ同程度であった。さら

に，ベンゾジアゼピン類の添加によってその親和

性が変化することが明確になった（図４）。この結

果，GABAA 受容体は，中枢型ベンゾジアゼピン

受容体と複合体を形成して存在すること，さらに

中枢神経系におけるGABAA 受容体とは，構造が

異なっている可能性があることが示唆された。

� RT－PCRによる GABAA 受容体のサブユ

ニットmRNAの検索

中枢神経系におけるGABAA 受容体の構造と相

違があるかを検索するために，唾液腺における

GABAA 受容体複合体のサブユニットのmRNA

がどのような発現をしているかを調べ，他の臓器

（大脳皮質，膵臓および網膜）と比較した。現在，

GABAA 受容体複合体には，α，β，γ，δ，ρの５
つのサブユニットが存在しているが，それぞれの

サブユニットにもサブタイプがあることが報告さ

れている。現在報告されているサブタイプの分類

は，αサブユニットは６種類であり，βサブユ
ニットは３種類，γサブユニットは４種類，δサ

図４ GABAA 受容体結合部位に対するベンゾジアゼピン類の影響
ジアゼパム（左グラフ）あるいはクロナゼパム（右グラフ）存在下で，GABAA 受容体の特異的結合量の増加が認

められた。これは，受容体の親和性の上昇を示している。

７２８ 王：唾液分泌抑制作用におけるGABA受容体の存在と機能
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ブユニットは１種類，そして ρサブユニットは
３種類である２０，２６）。このうち，GABAA 受容体複

合体が機能的な受容体として存在するためには，

少なくとも αサブユニット，βサブユニット，γ
サブユニットが共存することが必要とされてい

る。それでは，はたして唾液腺にどの受容体サブ

ユニットのmRNAが発現しているのだろうか。

この検索のためには，ラットの唾液腺（耳下腺，

顎下腺，舌下腺）のほかに，中枢神経系組織とし

て，大脳皮質，末梢臓器として膵臓，および網膜

組織からmRNAを抽出して，既知のサブユニッ

ト塩基配列からプライマーをデザインし，RT－

PCRによって検索を行った。その結果，３種類

の αサブユニット，４種類の βサブユニッ
ト，３種類の γサブユニット，δサブユニット，
ρサブユニットが存在することが明らかになった
（図５）。このことから，中枢神経に比較してサブ

ユニットの種類が少ないこと，末梢臓器である膵

臓における発現とも異なること，さらに網膜に特

徴的に存在すると報告されていた ρサブユニッ
トも存在することが明確になり，臓器による構造

的な相違点が示唆された。

中枢神経系における α，β，γサブユニットの

サブタイプの組み合わせは，脳の部位（例えば，

大脳皮質，小脳，海馬など）によって異なって存

在することが明らかになっている２７）。しかし，末

梢臓器におけるGABAA 受容体複合体の存在は，

膵臓，肝臓，副腎，網膜などで報告されている

が２８，２９，３０），どのようなサブユニットの組み合わせ

で存在しているかは，未だ明確に提示されていな

い。唾液腺においても，発現しているmRNAの

種類は検索されたが，どのような組み合わせで存

在するのか，どのようなタンパク発現をしている

かについて，今後さらに単一細胞による存在の検

索，機能実験を行う必要があると考えている。

� GABAA 受容体の機能的検索

機能的なGABAA 受容体複合体が存在するもう

一つの証明として，細胞内塩素イオン動態を調べ

ることが挙げられる。機能的GABAA 受容体複合

体には，塩素イオンチャネルが存在することか

ら，特異的な薬物で細胞への刺激を行い，細胞内

塩素イオン動態がどのように変化するかを調べ

た。これには，コラゲナーゼ処理によって，ラッ

図５ GABAA 受容体複合体のサブユニットmRNA
の存在
サブユニットのmRNAが唾液腺に存在するか

をRT－PCRで 調 べ た。唾 液 腺（耳 下 腺（lane
１），顎下腺（lane２），舌下腺（lane３）および大
脳皮質（lane４），膵臓，網膜からmRNAを精製
して実験を行うと，すべての臓器に発現している
サブユニット（α１サブユニット）と，唾液腺には
発現していないサブユニットが明らかになる。

図６ 蛍光色素による細胞内塩素イオン濃度の測定
GABA受容体作動薬による耳下腺腺房細胞内

の塩素イオン濃度の変化を蛍光色素MEQによっ
て表している。Ａ）ムシモール刺激前：細胞内の
塩素イオン濃度の上昇は認められない。Ｂ）刺激
直前。Ｃ）刺激３０秒後，細胞の外側が青く変化
し，塩素イオンの上昇が認められる。Ｄ）刺激６０
秒後，塩素イオン濃度の上昇は外側だけでなく，
細胞内にまで広がってくる。
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トの耳下腺から腺房細胞の浮遊細胞を調製して使

用した３１）。相対的な細胞内塩素イオン濃度の変化

は，細胞内塩素イオンを標識する蛍光色素である

MEQの色調の変化によって検索した。細胞内の

部位によってその変化は異なることから，細胞の

数ヶ所（腺腔側あるいは血管側，細胞中心部など）

におけるイオン濃度の変化を検索した。図６は，

塩素イオン濃度変化とMEQの色調の変化との関

係を示している。つまり，細胞内の塩素イオン濃

度が上昇するとその部位の蛍光強度が変化し，相

対的に赤色から青色へと変化し，色素の消退が認

められる。

GABAA 受容体の作用薬であるムシモールを唾

液腺浮遊細胞に添加して，その塩素イオン濃度の

変化を調べると，無添加の場合と比較して，色素

の消退が大きく，経時的に増大していく。この変

化は，ムシモールの濃度が高くなるほど顕著で

あった（濃度依存性の増加）。また，ある時点にお

ける作用薬と遮断薬の関係をみてみると，GABAA

受容体の作用薬であるムシモールの添加によって

増加した細胞内の塩素イオン濃度は，遮断薬であ

るビククリンによる前処置によって抑制された。

この抑制効果は，ビククリンの濃度が高いほど強

力であり，ついには完全にムシモールの作用を遮

断してしまった（濃度依存性の遮断）。このことか

ら，GABAA 受容体は，唾液腺細胞における細胞

内塩素イオン動態を特異的に変化させることが明

確になり，機能的な受容体の存在が示された。

ま と め

以上，この実験では主にラットの耳下腺，顎下

腺，舌下腺の腺上皮細胞の唾液分泌機構における

抑制性の受容機構の存在とベンゾジアゼピン受容

体およびGABA受容体の薬理学的性質について

検索した。その結果，中枢型ベンゾジアゼピン受

容体とGABAA 受容体の複合体が存在すること，

その数量は大脳皮質に比べ１／１０００と少ないが，

リガンドに対する結合親和性は約１／２と近似し

てしていた。末梢型ベンゾジアゼピン受容体のリ

ガンドに対する親和性は，他の末梢臓器における

受容体の親和性とほぼ同じであった。大脳皮質と

唾液腺におけるGABAA 受容体のサブユニットの

相同性を調べたところ，サブユニットの種類が少

ないこと，膵臓などのたの末梢臓器における構成

とも違うことから，各臓器で異なる構造であるこ

とが判明した。これらの受容体の作用薬で刺激し

て，塩素イオンの流出・流入に対する影響を蛍光

色素を用いて観察したところ，どの受容体も明ら

かに細胞内に塩素イオンを蓄積することが明らか

になった。これらの結果から，ラット唾液腺には

唾液分泌に抑制性の受容機構が存在することが明

らかとなった。

本稿は，平成１１年度東京歯科大学学長奨励研究報告
として，第２７１回東京歯科大学学会例会（平成１３年６月
２日，千葉）において発表した。

謝 辞
稿を終わるにあたり，本研究を学長症例研究に御推

挙くださいました石川達也学長に深甚なる謝意を表し
ます。また，本研究の遂行にあたり，終始ご指導を賜
りました，本学薬理学講座川口充主任教授に深甚なる
謝意を表します。
また，研究の遂行にあたり，本学薬理学教室の諸先

生方のご協力やご助言をいただきました。ここに厚く
御礼申し上げます。

参 考 文 献
１）川口 充，山岸久子：唾液腺細胞の薬物受容機構，
日薬理誌，１０５：２９５～３０３，１９９５．
２）Baum BJ : Neurotransmitter control of secretion.
J Dent Res,６６：６２８～６３２，１９８７．
３）Poulsen JH : Secretion of electrolytes and water
by salivary glands. Front Oral Biol. Basel, Karger,
１０：５５～７２，１９９８．
４）Castle D : Cell biology of salivary protein secre-
tion. Biology of the salivary glands. CRC Press,８１～
１０４，１９９３．
５）Sreebny LM and Schwartz SS : A reference
guide to drugs and dry mouth. Gerodontology, ５：
７５～９９，１９８６．
６）Narhi TO, Meurman JH, and Ainamo A : Xeros-
tomia and hyposalivation. Drug & Aging,１５：１０３～
１１６，１９９９．
７）Peeters FPML, DeVries MW, and Vissink A :
Risks of oralhealth with the use of antidepressant.

７３０ 王：唾液分泌抑制作用におけるGABA受容体の存在と機能

― 22 ―



General Hospital Psychiatry,２０：１５０～１５４，１９９８．
８）Kawaguchi M, Ouchi K, Ose S, and Baba Y : In
vivo and in vitro studies on receptive mechanisms
for benzodiazepines in rat parotid gland. Dentistry in
Japan,３２：３９～４０，１９９５．
９）Peeters FPM, deVries MW, Vissink A : Risks for
oral health with the use of antidepressants. General
Hospital Psychiatry,２０：１５０～１５４，１９９８．

１０）石井正敏，金子信一郎：口腔乾燥症をめぐる問題点
１―症状，寄与因子，治療方針歯界展望，９５：５９９～
６０６，２０００．

１１）Ouchi K, Yamagishi H, and Kawaguchi M : Modu-
lation of benzodiazepine receptors, α－, β－adreno-
ceptors and muscarinic receptors by diazepam treat-
ment in rat parotid gland. Jpn J Pharmacol, ２００１（in
press）．

１２）Yamagishi H and Kawaguchi M : Characteriza-
tion of central－ and peripheral－type benzodi-
azepine receptors in rat salivary glands. Biochem.
Pharmacol.５５：２０９～２４１，１９９８．

１３）Okubo M and Kawaguchi M : Inhibitory regula-
tion of amylase release in rat parotid acinar cells by
benzodiazepine receptors. Eur J Pharmacol.３５９：２４３
～２４９，１９９８．

１４）Mukhin AG, Papadopoulos V, Costa E, and Kruger
KE : Mitochondrial benzodiazepine receptors regu-
late steroid biosynthesis. Proc Natl Acad Sci USA.
８６，９８１３～９８１６，１９８９．

１５）Papadopoulos V, Mukhin AG, Costa E and
Krueger KE : The peripheral－type benzodiazepine
receptor in functionally linked to Leydig cell steroid-
genesis. J Biol Chem.２６５，３７７２～３７７９，１９９０．

１６）Anholt RR, De Souza EB, Oster－Granite ML, Sny-
der SH : Peripheral－type benzodiazepine receptors
: autoradiographic localization in whole－body sec-
tions of neonatal rats. J Pharmacol Exp Ther.
２３３，５１７～５２６，１９８５．

１７）De Souza EB, Anholt RR, Murphy KM, Snyder
SH, Kuhar MJ : Peripheral－type benzodiazepine
receptors in endocrine organs : autoradiographic lo-
calization in rat pituitary, adrenal, and testis. Endo-
crinology.１１６，５６７～７３，１９８５．

１８）Yamagishi H, Watanabe M, Yazaki K, Sawaki K,
and Kawaguchi M : Pharmacological characteriza-
tion of an 18－kDa protein associated with the pe-
ripheral－type benzodiazepine receptors in salivary
glands. Jpn J Pharmacol,８２，１１０～１１５，２０００．

１９）Macdonald RL, Olsen RW : GABAA receptor

channels. Annu Rev Neurosci,１７：５６９～６０２，１９９４．
２０）Mehta AK and Ticku MK : An update on
GABAA receptors. Brain Res Rev, ２９：１９６～
２１７，１９９９．

２１）Upton N and Black T : Pharmacology of mam-
malian GABAA receptors. The GABA receptors. edt.
Enna SJ and Bowery NG : ４，８３～１２０，１９９７．

２２）Sieghart W : GABAA receptors : ligand－gated
Cl－ ion channels modulated by multiple drug－bind-
ing sites. Trends in Pharmacol Sci, １３：４４６～
４５０，１９９２．

２３）緒方宣邦，楯林英晴：中枢神経GABAB 受容体の薬
理．日薬理誌，９７：１７９～１８９，１９９１．

２４）Sawaki K, Ouchi K, Sato T, and Kawaguchi M :
Existence of gamma－aminobutyric acid and its bio-
synthetic and metabolic enzymes in rat salivary
gland. Jpn J Pharamacol,６７：３５９～３６３，１９９５．

２５）Kawaguchi M and Yamagishi H : Coupling of
benzodiazepine and GABA（A） receptors in the
salivary glands is a factor of drug－induced xeros-
tomia. Int Acad Boimed Drug Res, １１：２９１～
２９６，１９９６．

２６）Rudolph U, Crestani F and Mohler H : GABAA
receptor subtypes : dissecting their pharmacological
function. Trends in Pharmacol Sci, ２２：１８８～
１９４，２００１．

２７）Hevers W and Luddens H : The diversity of
GABAA receptors . Mol Neurobiol , １８：３５～
８６，１９９８．

２８）Borboni P, Porzio O, Fusco A, Sesti G, Lauro R,
Marlier LNJL : Molecular and cellular characteriza-
tion of the GABAA receptor in the rat pancreas. Mol
Cell Endocrinol,１０３：１５７～１６３，１９９４．

２９）Ymer S, Schofield PR, Draguhn A, Werner P,
Kohler M, and Seeburg PH : GABAA receptor β
subunit heterogeniety : functional expression of
cloned cDNAs. EMBO J, ６：１６６５～１６７０，１９８９．

３０）Cutting GR, Lu L, O'Hara BF, Kasch LM, Mon-
trose－Rafizadeh C, Donovan DM, Shimada S,
Autonarakis SE, Guggino WB, Uhl Gr and Kazazian
HH Jr : Cloning of the γ－aminobutyric acid
（GABA）ρ 1 cDNA : A GABA receptor subunit
highly expressed in the retina. Proc Natl Acad Sci,
８８：２６７３～２６７７，１９９１．

３１）Kawaguchi M, Turner RJ, Baum BJ : 36Cl－ and
86Rb+ uptake in rat parotid acinar cells. Arch Oral
Biol,３１：６７９～６８３，１９８６．

歯科学報 Vol．１０１，No．８（２００１） ７３１

― 23 ―


