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１ 薬物の標的分子 

 薬物の標的となる場所として、受容体、酵素、イオンチャネル、トランスポーターなどがある。本

章では、薬物の標的となる受容体、酵素、イオンチャネル、トランスポーターについて概説する。 

 

１ 受容体 

 受容体はタンパク質で構成されており、受容体に生体内伝達物質（神経伝達物質、ホルモン、オー

タコイドなど）や薬物が結合すると細胞内シグナルが発生する。受容体には細胞膜上に存在するもの

や細胞質、核に存在するものがある。 

 細胞膜上に存在する受容体は、アゴニストが結合した際に生じるシグナルの伝達様式から 3 種類に

分類することができる。 

 ①グアノシン三リン酸（GTP）結合タンパク質と共役するもの 

 ②イオンチャネル内蔵型のもの 

 ③受容体に酵素部位を有するもの 

 

 

 

 

 

２ 酵素 

 酵素は、生体内に存在する高分子タンパク質であり、生体内反応を促進する作用を有する。薬物の

中には、酵素反応を促進または阻害することにより効果を示すものが存在する。 

 

 

  

 

酵素 薬物例 作用 

MAOB セレギリン 

ラサギリン 

MAOBを阻害し、線条体のドパミンの分解を抑制することによ

りパーキソニズムを改善する 

H＋−K＋ATPase オメプラゾール 

ボノプラザン 

H＋−K＋ATPase を阻害し、胃酸分泌を抑制する 

Na＋−K＋ATPase ジゴキシン Na＋−K＋ATPase を阻害し、心筋細胞内の Na＋濃度を上昇させ

ることにより心収縮力を増強する 

GABA アミノトラン

スフェラーゼ 

バルプロ酸 GABA アミノトランスフェラーゼを阻害し、神経抑制性物質であ

る GABA の分解を抑制することにより抗てんかん作用を示す 

HMG−CoA 

レダクターゼ 

プラバスタチン 

ロスバスタチン 

HMG−CoA レダクターゼを阻害し、肝臓でのコレステロール合

成を抑制する 

α−グルコシダーゼ ボグリボース αグルコシダーゼを阻害し、多糖から単糖への分解を抑制するこ

とにより食後過血糖を抑制する 

酵素を標的とした薬物の代表例 

受容体の詳細については、「受容体と情報伝達系」を参照してください 

受容体 
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酵素 薬物例 作用 

アセチルコリン 

エステラーゼ 

ネオスチグミン 

エドロホニウム 

アセチルコリンエステラーゼを阻害することにより、コリン

作動性神経を活性化させる 

アルドース還元酵素 エパルレスタット アルドース還元酵素を阻害し、グルコースからソルビトール

の生成を抑制することによりソルビトール蓄積による抹消神

経障害を抑制する 

アンギオテンシン 

変換酵素 

カプトプリル 

テモカプリル 

アンギオテンシン変換酵素を阻害し、アンギオテンシンⅠか

らⅡへ変換を抑制することにより血管の収縮を抑制する 

キサンチンオキシダーゼ アロプリノール キサンチンオキシダーゼを阻害し、尿酸の生合成を抑制する

ことにより高尿酸血症を改善する 

シクロオキシゲナーゼ アスピリン 

インドメタシン 

シクロオキシゲナーゼを阻害し、プラスタグランジンの生成

を抑制することにより抗炎症作用、解熱作用、鎮痛作用を示

す 

トロンボキサン 

合成酵素 

オザグレル トロンボキサン合成酵素を阻害し、血小板凝集抑制作用を示

す 

プラスミン トラネキサム酸 プラスミンを阻害し、フィブリンの分解を阻止する 

ホスホジエステラーゼ テオフィリン ホスホジエステラーゼを阻害し、平滑筋の cAMP 量を増加さ

せることにより平滑筋を弛緩させる 

ホスホジエステラーゼⅢ シロスタゾール ホスホジエステラーゼⅢを阻害し、血小板および血管平滑筋

の cAMP を増加させることにより血小板凝集抑制作用、血管

平滑筋弛緩作用を示す 

ホスホジエステラーゼⅤ シルデナフィル 

タダラフィル 

ホスホジエステラーⅤを阻害し、海綿体における cGMP の分

解を抑制することにより血管拡張作用、血液貯留作用を示す 
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３ イオンチャネル 

 イオンチャネルには、Ca2＋チャネル、Na＋チャネル、K＋チャネル、Cl−チャネルが存在する。 

 

1）Ca2＋チャネル 

 細胞内の Ca2＋濃度は、細胞外に比べ 1000 分の１〜10000 分の 1 程度であり、筋収縮、ホルモンの

分泌、神経伝達物質の放出には、細胞内の Ca2＋濃度の上昇が必要である。細胞内 Ca2＋濃度の上昇に

は、細胞外からの Ca2＋の流入と、細胞内での Ca2＋の遊離が関与しており、Ca2＋チャネルは、細胞外

からの Ca2＋の流入、細胞内貯蔵部位からの Ca2＋の遊離経路として重要な役割を果たしている。 

 

 

２）Na＋チャネル 

 Na＋チャネルには、電位依存性 Na＋チャネルとアミロライド感受性 Na＋チャネルが存在する。 

 

 

 

 

Ca2＋チャネル 特徴 

電位依存性 Ca2＋チャネル ・脱分極による活性化される Ca2＋チャネルで L 型、N 型、T 型など多くの型が

知られている。 

・L 型 Ca2＋チャネルを遮断する薬：アムロジピン、ニフェジピンなど 

・N 型 Ca2＋チャネルを遮断する薬：シルニジピン 

・T 型 Ca2＋チャネルを遮断する薬：エトスクシミド 

Ca2＋放出チャネル ・Ca2＋放出チャネルには、IP3（イノシトール 1,4,5−トリスリン酸）受容体と

リアノジン受容体がある。 

・IP3受容体は、小胞体上に存在する。IP3受容体に IP3が結合すると小胞体に貯

蔵された Ca2＋が細胞内に放出される。 

・リアノジン受容体は、骨格筋の筋小胞体などに存在する。横行小管を通じて

活動電位が伝わると、リアノジン受容体が開口し、筋小胞体に貯蔵された 

Ca2＋が骨格筋細胞内に放出される。 

Na＋チャネル 特徴 

電位依存性 Na＋チャネル ・神経、骨格筋、心筋などに存在し、脱分極により活性化される。 

・活動電位の立ち上がりに関与している。 

・電位依存性 Na＋チャネルを遮断するものとして、局所麻酔薬、抗不整脈薬、

抗てんかん薬やフグ毒であるテトロドトキシンなどがある。 

アミロライド感受性 

 Na＋チャネル 

・アミロライドにより作用が抑制される電位非依存性 Na＋チャネル 

・腎集合管、大腸上皮などに存在する。 

・水の輸送、線分泌、浸透圧調整に関与している。 

・アミロライド感受性 Na＋チャネルを遮断する薬物として、トリアムテレンが

ある。 
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３）K＋チャネル 

 K＋チャネルには、多種多様なものが存在するが、一般に活性化することにより膜電位を負に傾け

る。静止膜電位の形成や調節、活動電位の再分極、K＋の輸送に関与している。 

 

４）Cl－チャネル 

 Cl−チャネルには、電位依存性 Cl−チャネル、カルシウム依存性 Cl−チャネル、細胞容積感受性 Cl−

チャネルなどが存在し、静止膜電位の形成や調節、活動電位の再分極、細胞膜興奮調節、水輸送など

に関与している。 

K＋チャネル 特徴 

遅延整流性 K＋チャネル 

（電位依存性 K＋チャネ

ル） 

・活動電位の再分極相の形成に関与する。 

・遅延整流性 K＋チャネルを阻害する薬物として、クラスⅢ群の抗不整脈薬

（アミオダロン、ニフェカラント、ソタロール）などがある。 

・クラスⅢ群の抗不整脈薬は、心筋の K＋チャネルを阻害し、活動電位の持続

時間を延長することにより不応期延長作用を示す。 

ATP 感受性 K＋チャネル 

 

・細胞内 ATP の減少により活性化される K＋チャネル 

・活性化されることにより過分極を引き起こし、活動電位の抑制や活動電位

持続時間短縮、Ca２＋の流入抑制をもたらす。 

・ATP 感受性 K＋チャネルを阻害する薬として、経口血糖降下薬であるスル

ホニル尿素化合物（グリベンクラミドなど）やグリニド系薬（ナテグリニド

など）があり、 ATP 感受性 K＋チャネルを活性化する薬として、狭心症治

療薬である、ニコランジルがある。 

G タンパク質制御型 

K＋チャネル 

・心筋のムスカリン（M2）受容体にアセチルコリンが作用すると、Gi タンパ

ク質の活性化を介し、G タンパク質制御型 K＋チャネルが活性化される。 

・心筋の G タンパク質制御型 K＋チャネルが活性化されると、心筋の過分極

が促進されたり、活動電位持続時間が短縮される。 
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４ トランスポーター 

 トランスポーターは、生体膜表面や細胞小器官膜に存在し、様々な物質（有機物質、イオンなど）

の輸送に関与している。トランスポーターには、ATP を利用することにより濃度勾配に逆らった輸送

をする能動輸送系、複数の基質を同じ方向に輸送する共輸送系、２つの基質を逆の方向に輸送する逆

輸送系が存在する。 

 

１）有機物質トランスポーター 

 

２）イオントランスポーター 

 イオントランスポーターには、共輸送系として、Na＋−K＋−2Cl−、Na＋−Cl−、K＋−Cl−、Na＋−

HCO3−、逆輸送系として、Na＋−H＋、Na＋−Ca2＋、Cl−−HCO3−が存在する。 

 

有機物質トランスポーター 特徴 

化学伝達物質 

トランスポーター 

・ドパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、グリシン、グルタミン酸など

を輸送する。 

・ドパミン、セロトニン、ノルアドレナリンを分泌する神経終末には、それ

ぞれを取り込むトランスポーターが発現しており、遊離後の再取り込みに

大きく寄与している。 

・神経終末内の伝達物質の小胞への取り込みにも、トランスポーターが関与

している。 

薬物トランスポーター ・薬物の輸送に関与する。 

・ATP を利用して薬物を輸送する ABC トランスポーターやイオン性薬物の

取り込みに関与する溶質トランスポーターがある。 

・ABC トランスポーターは、ドキソルビシン、シクロスポリン、ジゴキシ

ン、ダビガトランなどの排出に関与する。 

栄養・生体構成分子 

トランスポーター 

・グルコース、アミノ酸、コレステロールなどを輸送する。 

・グルコーストランスポーターには、GULT や SGLT が存在する。 

・コレステロールトランスポーターには、小腸におけるコレステロールの吸

収に関与している NPC1L1 が存在する。 

イオントランスポーター 特徴 

Na＋−K＋−2Cl−共輸送系 ・ヘンレ係蹄上行脚に存在し、Na＋濃度勾配により Na＋、K＋、Cl−を細胞内

へ輸送する。 

・フロセミドなどのループ利尿薬は、Na＋−K＋−2Cl−共輸送系を阻害する

ことにより強力な利尿作用を示す。 

Na＋−Cl−共輸送系 ・腎遠位尿細管に存在する。 

・トリクロルメチアジドなどのチアジド系利尿薬は、Na＋−Cl−共輸送系を

阻害することにより利尿作用を示す。 


