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北海道歯誌　35：70-72，2014．

　揮発性の全身麻酔薬は広く臨床の場で使用され，歯科領
域においても生体への侵襲度が高い口腔外科手術のみなら
ず，治療に非協力的な知的障害者や異常絞扼反射を有する
患者の短期集中歯科治療などに活用されている．しかし，
その作用機序については，分子レベルから個体レベルまで，
電気生理学的手法や薬理学的手法，物理化学的手法など
様々な手法で研究が行われてきたものの，未だに解明され
ていない．本稿では今まで挙げられてきた代表的な仮説と，
最近の研究動向，および筆者らが行ってきた研究について
概説する．

１）Meyer-Overtonの法則

　揮発性全身麻酔薬が神経細胞の脂質に溶解することによ
りその機能を低下させ麻酔作用を発現するという仮説で，
19世紀終わりから20世紀の初頭にかけて提唱されたもので
ある．麻酔薬の麻酔強度がオリーブ油への溶解度（オリー
ブ油／ガス分配係数）に強い相関関係があることから見出
されたものである1，2）．この相関関係は麻酔薬の効果部位
が単一であり，また生体分子の疎水性領域に作用すること
を示唆している．しかし，この法則にはいくつもの例外が
ある．例えば，イソフルランとエンフルランは異性体であ
り，油／ガス分配係数はほぼ同じであるが，エンフルラン
の麻酔必要濃度はイソフルランの1.45から1.9倍であり，麻
酔強度には脂質溶解度以外の要因が関与していることを示
唆している．また，この法則に従えば，疎水性が強くなれ
ばなるほど麻酔作用は増強するはずであるが，実際は分子
内の炭素鎖をある程度以上長くすると突然麻酔作用が消失
する，「麻酔のカットオフ現象」が知られている3）．
　これらの矛盾点などから，麻酔作用の解明には，溶解度
以外の要素に関する研究が必要となった．

２）細胞膜脂質説

　Meyer-Overtonの法則が提唱されて以来，麻酔薬が神
経細胞内の脂質に溶解して膜構造を変化させ，麻酔作用を

引き起こすという膜脂質説が主流となった．生体膜にある
一定の熱力学的活量の麻酔薬が必要であるとの熱力学的活
量仮説や4），生体膜の疎水部分に一定量以上の麻酔薬が結
合し，体積が増大することにより麻酔作用が現れるという
臨界容量仮説5），生体膜は相転移温度の異なる脂質の集合
体であるが，麻酔薬により生体膜の相分離を乱し膜の流動
性が高まることにより麻酔作用が現れるという相転移温度
仮説6），相分離仮説7）もこの見地からの仮説である．
　しかし，その後の研究において，膜脂質への麻酔薬の直
接的な影響だけでは麻酔作用（鎮痛，意識消失，不動化，
自律神経の抑制）に関する説明が充分にはつかないとされ，
次第に後述する膜タンパク質との関連が研究されるように
なった．

３）膜タンパク質との関連

　細胞膜脂質説に代わり，麻酔薬が膜タンパク質に直接結
合して膜の働きを抑制するとの膜タンパク質説が多く発表
された．Eyringは，麻酔薬がタンパク質の疎水部分に結
合すると分子構造変化が生じ，麻酔作用が生じるという，
タンパク質分子構造変化説を打ち出した8）．FranksとLieb
は，麻酔薬が細胞膜内にあるイオンチャンネルや受容体と
相互作用し麻酔作用を生じるという，タンパク質受容体説
を示した9）．彼らは，GABAA受容体が臨床濃度の麻酔薬
に対し感受性が著しく高いことに着目し，GABAA受容体
を介する抑制性シナプス伝達を増強させ麻酔作用を生み出
すとした10）．その後のGABAA受容体に関する分子生物学
的研究や電気生理学的研究からもこの説を支持する研究結
果が多く見られる11，12）．また，アセチルコリンレセプ
ター，NMDAレセプターといった受容体やKチャネル，
Naチャネル，Caチャネルといった電位依存型チャネルが
麻酔作用に関与しているとの報告が相次ぎ13），従来の“麻
酔薬が細胞の機能を非特異的に抑制する”という「非特異
説」よりも，“麻酔薬がこれらタンパク質と特異的に作用
する”とする「特異説」をベースとする研究が優勢となっ
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た．
　しかしながら，化学構造が大きく異なる物質でも全身麻
酔作用を生じることや，単一のタンパク質への影響のみで
鎮痛，意識消失，不動化，自律神経の抑制に関する作用を
説明することは，膜脂質同様に不可能であった．したがっ
て，麻酔作用がある単一タンパク質への作用により発現す
る，という仮説は，現在影を潜めている．

４）筆者らの研究

　筆者らは，特定のタンパク質への影響のみで全身麻酔作
用を説明することは不可能であり，生体膜中に存在するタ
ンパク質を含めた膜全体への作用が欠かせないとの見地で
研究を行ってきた．
　その手法は，生体モデル膜を作成して，全身麻酔薬を作
用させ，モデル膜中に混入した不対電子（ラジカル）を測
定する電子スピン共鳴（ESR）法により麻酔薬の影響を測
定するものである．
　生体モデル膜として，ホスファチジルコリンを用いたリ
ポソームを作成し，安定なラジカルを持つ２種類のスピン
ラベル剤5-DSAまたは16-DSAを組み込んだ．これらのラ
ベル剤のラジカルは二重膜の異なる部分，すなわち5-DSA

のラジカルは膜の比較的表層に，16-DSAでは深部に位置
する14）．麻酔薬を加えてESRスペクトルを測定し，その線
形変化，スペクトルから算出されるオーダーパラメーター
Ｓ，および回転相関時間τを求め，この３つの指標により
解析した．オーダーパラメーターＳはラジカルの自由度を
示すもので，膜構造をとる物質に組み込んだ場合，膜の流
動性を示す指標となる．０から１の値をとり，０に近いほ
ど膜がやわらかいことを示す．回転相関時間τはラジカル
の回転運動の速さを示す15）．
　多重層リポソームのESRスペクトル強度は，セボフルレ
ンやイソフルレンでは麻酔薬の濃度に伴って増大し，また
ハロセン，エーテル，エタノールでは高濃度を加えたとき
に増大したが，臨床血中濃度と同等の濃度においては線形
に変化はみられなかった．また，スピンラベル剤の近傍に
麻酔薬が存在すると，オーダーパラメーターＳや回転相関
時間τの値が変化することがSDSミセル中にDSAを加えて
行った我々の研究で判明しているが15），いずれの麻酔薬
を添加してもＳは5DSAのコントロール値0.68-0.7や
16DSAのコントロール値0.15とほぼ変化なく，τも16DSA
のコントロール値37-41×10-12 secとほとんど変わらな
かった（5DSAのτは測定対象外）．したがって，麻酔薬
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図１．タンパク質およびスピンラベル剤を組み込んだリポソームと揮発性麻酔薬
　ニトロキシラジカルを持つ２種類のスピンラベル剤5-DSAまたは16-DSAを組み込んだフォスファチジルコリンリポソームを作
成した．これらのラベル剤のラジカルは二重膜の異なる部分，すなわち5-DSAは膜の比較的表層に，16-DSAは深部に位置する．
ラジカル周囲の環境変化を示すESRスペクトルの線形変化，オーダーパラメーターＳ，回転相関時間τの３つの指標はいずれも麻
酔薬の添加によりほとんど変化しなかったことから，麻酔薬は脂質二重膜の表層にとどまっており，ラジカルの存在する脂質の深
い疎水部や比較的浅い親水部付近まで影響を及ぼさないことが示唆された．
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は脂質二重膜の表層にとどまっており，ラジカルの存在す
る脂質の深い疎水部や比較的浅い親水部付近まで影響を及
ぼさないことが示唆された14）．また，単層リポソームで
のＳとτは，多重層のものとほとんど変化がなく，リポソー
ム膜の形態により変化しないと考えられた14）．
　次に，膜タンパク質をリポソームに組み込み同様の解析
を行った．膜タンパク質として，Na,K-ATPaseおよび
microsome分画中に含まれる膜タンパク質を使用した．そ
の結果，脂質：タンパク質の重量比が10：１となるNa,K-
ATPaseおよび脂質：タンパク質の重量比が10：３となる
microsome分画中に含まれる膜タンパク質のリポソームに
対する麻酔薬の作用は脂質単独の結果と同様であり，この
重量比におけるNa,K-ATPaseおよびmicrosome分画中に
含まれる膜タンパク質の存在は，膜中でのスピンラベル剤
の周囲環境および麻酔薬の作用に影響を及ぼさないことが
示唆された16）．
　我々の研究では，麻酔薬は生体モデル膜の内部に入らず，
麻酔薬が膜の内部に入り作用するという仮説を否定する結
果となっている．現在，さらなる詳細な解析を行っている
ところである．
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