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□ 抗不安薬の種類と薬理 〔I〕

1977年 に〔
3H〕 diaZepamが合成され,ラ ットの脳に diazepamが特異的に

結合するような部位が存在することが明らかになった。この部位は,特異的

に高親和性で,飽和性で,可逆性で,結合度が薬理活性に密に関連している

ことから,中枢神経系におけるbenzodiazepine結 合部位は受容体 とみなさ

れた。このbenzodiazepine受 容体 とGABA受容体 とは異なったものである

が同一膜上にあり,benzodiazepine誘導体によりその受容体が活性化される

と,両受容体の相互作用によりGABA受容体でのGABA親和性が高まる。

その結果 Clチ ャンネルが活性化され Clイ オンの透過性が充進,benzodi‐

azepinesが 抗 不安 作 用 を現 わ す。な おGABA受 容体 に はGABAAと

GABABの 2種類の受容体があるが,benzodiazepinesと 関連 しているのは

GABAAである。図2-2は ,こ の関係の模式図である。

V.抗 不安薬の薬理作用

1 行動薬理学的側面

動物における以下の薬理学的特性は,い ささか基礎的ではあるが,臨床上

の有効′
1生 と副作用を動物実験成績によりかなり予知できるので重要である。

化学構造と薬理作用さらに臨床効果まで関連づけていく研究は,新しい薬剤

図2-2 Benzodiazepine― GABA― Cl

イオンチャンネル複合体

(H01liSter, L.E.1983)

Benzodiazepine受 容体は,シ ナ

プス後部の GABA受容体 と密

接にリンクしている。GABAが
受容体 に結合 す るとClイ オン

チャンネルが開 きClが細胞内

に流入するので,過分極が起き放

電が減少する。Benzodiazepines

が受容体に結合すると,こ うした

正常 な GABAの 作用 を増強す

る。

CIイ オ ンチ ャンネル

17-―



の臨床効果の予測から精神障害ないし精神身体的障害の疾病のメカニズム理

解の上にも有益な手がか りを与える。

1)抗コンフリクト(抗葛藤)作用

臨床上の抗不安作用 と最 もよく相関し,重要な作用である。コンフリク ト

テス トは,不安や恐怖に類似 した状態を動物に設定する。空腹ラットをスキ

ナーボックスに入れ,食物を得るためンバー押 しを行なうよう訓練するとす

ぐレバー押 しを覚える。この訓練の完成 したラットに,レバーを押すと食物

を得ると同時に床から電気ショック(罰刺激)を受ける罰期 と,罰刺激なしに

食物を得 られる安全期を設定 し,罰期はブザーで予告する条件刺激を与え,

罰期 と安全期を反復訓練する。ラットは安全期には盛んにレバーを押すが,

罰期には飼は欲 しいが,電気ショックが恐いため,押すか押すまいか迷 う。

すなわち葛藤状況に陥る。そしてこの条件行動を学習したラットに抗不安薬

を与えると,罰期のレバー押 し回数が増加する。 これは報酬を得るための罰

刺激に対する不安や恐怖は抗不安薬により希薄 となり,罰効果が減少するた

めである。扁桃核の中心核が抗コンフリク ト作用の発現に重要な部位で,ま

たこの部位は benzodiazepine受 容体の濃度 も高い。この抗コンフリク ト作

用は,薬物の脳内 benzOdiazepine受 容体に対する特異的結合能 ともよく相

関し,先 に述べたように臨床上の抗不安効果によく比例する。

2)511rヒ作用 taming effect

動物の闘争行動や攻撃性あるいは情動過多 (被刺激性の増大)の抑制作用を

馴化作用 と呼ぶ。

臨床上では,静穏作用に関連すると考えられている。抗不安薬は失調や筋

弛緩を来す量より少量でも馴化作用を著明に認める。抗精神病薬でも馴化作

用がみられるが,他の中枢神経系の作用 も出現 し,抗不安薬のように選択的

ではない。

3)自発運動抑制作用

抗不安薬は動物の運動量を減少させ,一般活動性を低下させる。 これは臨

床上の鎮静作用に関連する。探索行動は,動物を特定の刺激のない一定の広
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□ 抗不安薬の種類と薬理 〔I〕

さをもつ場所 open fieldに 移 したときに示す短時間の行動量の増加 をいう

が,抗不安薬は少量ではむしろこの行動を増加させるが,用量を増せば減少

する。 これは抗不安薬が新 しい環境における恐怖,不安を除去 し,探索行動

を容易にするためと思われる。 これに対 して抗精神病薬は少量でも探索行動

を減少させる。抗不安薬は,馴化作用に比較すると自発運動抑制作用はあま

り強 くなく,臨床的にも鎮静作用は弱い。

4)抗痙攣作用

抗不安薬は,実験動物の電気ショック痙攣や pentylene tetrazolな どの薬

物による痙攣閾値を高める。この性質は臨床的には,痙攣性疾患に適応でき,

benzodiazepine誘 導体の一つでもある C10nazepam,nitrazepamは ,抗てん

かん薬 としても用いられる。抗精神病薬では,痙攣閾値は低下する。

5)多シナプス脊髄反射の抑制作用

Benzodiazepine誘 導体 は,膝蓋腱反射のような脊髄の単 シナプス反射

(monosynapac reflex)に は何 らの作用 も示 さぬが,交叉伸展反射や脊髄

一延髄一脊髄反射のような多 シナプス反射 (polySynaptic reflex)に 対 して

はこれを抑制する作用がある。これが中枢性の筋弛緩や運動失調に関連する

と考えられる。しかしこの作用は脊髄 よりももっと上位の延髄や中脳 レベル

での作用 とみる見方が多い。

6)自律神経系に対する作用

自律神経系の機能を調節する大脳辺縁系の抑制効果により自律神経系への

軽度の抑制作用があり,眼瞼下垂,催涙,血圧低下,脈拍数の減少などがあ

る。また実験動物の視床下部の電気刺激による交感神経興奮反応を抑制する。

7)脳波に対する作用

a)自 発脳波に対する影響 :全般的に同期 した速波 (β波)の 出現あり,投

与の初期は扁桃核に著明な速波が出現する。用量が増えれば徐波に重畳 して

速波がみられる。これに対 して抗精神病薬では徐波化する。

b)脳波覚醒反応 :音や光刺激による脳波覚醒反応 も中脳網様体刺激によ

る覚醒反応 も少量ではほとんど抑制 しない。
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C)大脳辺縁系における後発射 (after diSCharge):扁桃核 を電気刺激す

ると刺激中止後, しばらくの間扁桃核脳波に痙攣様の後発射が出現,こ れが

海馬に波及するが,benzodiazepine誘 導体は,こ の後発射に対 して著明な抑

制作用を示す。大脳辺縁系は視床下部 とともに動物の情動行動発現に重要な

関係を持つ脳部位であり,benzodiazepine誘 導体の馴化作用は辺縁系一視床

下部系の抑制によると考えられる。抗精神病薬は後発射を増強する。

8)睡眠・麻酔・鎮痛増強作用

麻酔薬 ha10thane,睡 眠薬バルビツール酸などの作用は,benzodiazepine

表2-4 抗不安薬と抗精神病薬の作用比較

抗精神病薬

臨床効果 神経症・心身症 米青イ中J商

一般活動性 (自発運動 ) 抑制 (少量で増加 ) 著明なll「制

抗コンフリクト作用 十

用化イ↑:り
|] 十 十 十 十

条件反射抑制 十 十 十 +

麻酔増強作用 + 十

アンフェタミンの作用 ナ曽  ;蜜 拮  抗

痙  攣 抑 制 助 長

多シナプス脊髄反射 ll「  市」 不  定

自律神経
中枢抑需」 十 十

抗ア ドレナリン作用 +

脳
　
　
波

自発脳波 速  波 徐  波

醒

応

覚

反

音刺激

中脳網様体刺激

―(大量で抑制 )

一(大量で抑制 )

ll日  告J

大脳辺縁系後発射 ll「  市」 増 強

カタンプシー作用 十

(植木昭和 :1971)
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を表2-4に まとめた。
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□ 抗不安薬の種類と薬理 〔I〕

誘導体の併用により著明に増強される。mOrphine鎮痛作用も増強される。

以上,重要と思われる基礎的薬理作用を概括したが,抗精神病薬 との比較

を表2-4に まとめた。

2.臨床的側面

①意識や高次の精神機能に影響を及ぼすことなく,過度の不安,緊張など

情動面の障害を改善する。②不安,緊張,興奮,過労などの情動的な原因に

よる不眠を解消する(催眠作用)。 ③大脳辺縁系に抑制的に働いて,自律神経

機能を調節し,それらを介するさまざまな身体愁訴や心身症の症状を改善す

る。④脳内における異常興奮の伝播を抑制することによる抗痙攣作用,介在

ニューロンによる多シナプス反射の抑制によって筋弛緩作用を示す。表2-5は

行動薬理に対応する臨床作用である。

抗コンフリクト作用

用IИヒ作用

自発運動抑制作用

抗痙攣作用

多シナプス脊髄反射の抑制作用

睡眠・麻酔・鎮痛増強作用

一　

　

　

　

　

抑

表25 行動薬理に対応する臨床作用

-21-

抗不安作用

静穏作用

鎮静作用

抗痙攣作用

筋弛緩作用,運動失調

睡眠導入作用




