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ジスチグミン臭化物による膀胱運動増強効果の機序に関する薬理学的研究
東邦大学薬学部薬理学教室 小 原 圭 将

【背 景 と 目 的】
ジスチグミン臭化物（ジスチグミン）は 1950 年代に化学合成されたカルバメート系の可逆的
コリンエステラーゼ（ChE）阻害薬である。ジスチグミンは主に重症筋無力症の治療薬として使
用されており，その治療効果が長時間に亘り持続することが開発当初から指摘されている。また，
ジスチグミンは緑内障や，手術後及び神経因性膀胱などの低緊張性膀胱による排尿困難に対して
も適応をもつ。とりわけ日本では，ジスチグミンは尿排出機能障害に対する治療薬として重要な
地位を占めており，手術後や糖尿病などの慢性疾患に付随して発症する神経因性の低活動膀胱に
伴う尿排出機能障害に対する有効性を示す多くの臨床成績が報告されている。
その一方で，ジスチグミンの標的である膀胱平滑筋での薬理作用や作用機序はほとんど検討さ
れていなかった。当教室ではこの点を明らかにする目的で，摘出及び生体位膀胱標本の収縮機能
に対するジスチグミンの影響を検討してきた。その結果，ジスチグミンが，摘出膀胱平滑筋標本
のアセチルコリン（ACh）による収縮反応を強力に増強すること，蓄尿期の膀胱内圧にはほとん
ど影響することなく排尿期（時）の最大膀胱内圧を顕著に増大させることを示し，尿排出機能障
害に対する本 ChE 阻害薬による改善作用の機序の一端を明らかにした。この一連の検討過程で，
ジスチグミンによる排尿時最大膀胱内圧の増大効果が少なくとも 4 時間以上に亘り持続するこ
とが見出され，膀胱の収縮機能を極めて長時間に亘り増強する可能性が示された。
そこで本研究では，ジスチグミンによる膀胱収縮機能の長時間持続性の増強効果に関わる機序
の解明を目指し，摘出膀胱標本や生体位膀胱標本の収縮反応の本 ChE 阻害薬による増強効果の
持続性について，血漿中濃度の経時変化さらには ChE 活性阻害作用の持続性との関連性を検証
することにした。さらに，本研究では，ジスチグミンの非コリン作動性神経因子による収縮反応
に対する影響を検討するとともに，薬剤誘発性排尿障害に対するジスチグミンの臨床上の有効性
を実験的に示すことを目的として，抗コリン作用に起因して発生する排尿障害に対する本 ChE
阻害薬の改善効果についても検討した。

【実 験 方 法】
１．筋の機械的反応の記録：ハートレー（Hartley）系雄性モルモット若しくは ddy 系マウスか
ら膀胱を摘出し，膀胱平滑筋標本を作製した。標本は，栄養液を満たした器官槽内に懸垂して，
張力変動を等尺性又は等張性に記録した。
２．シストメトリー法による膀胱運動の測定：麻酔下ハートレー系雌性モルモットの膀胱内に生
理食塩液を一定速度（8.0 mL/h）で注入して誘発される蓄尿反射及び排尿反射に伴う膀胱内圧変
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化を記録した。血漿中ジスチグミン濃度は LC-MS/MS により測定した。
３．ChE 活性の測定：膀胱平滑筋の ChE や遺伝子組換え型 AChE により，アセチルチオコリン
の分解の結果生じたチオコリンを DTNB 法に従い吸光度測定を行うことで定量した。各種 ChE
阻害薬処置後，膀胱平滑筋若しくは遺伝子組換え型 AChE に対して薬物（ChE 阻害薬）洗滌操
作を行うことで ChE からの薬物の解離反応のみを選択的に進行させ，解離反応に関わる諸定数
を算出した。なお，遺伝子組換え型 AChE の洗滌操作では，限外ろ過膜付き遠心ろ過デバイス
である Nanosep® 10K を利用して酵素と未反応の ChE 阻害薬を分離（洗滌）した。

【結 果 及 び 考 察】
１．モルモット及びマウス膀胱平滑筋標本の経壁電気刺激（EFS）による収縮反応に対するジ
スチグミンの影響
副交感神経終末から遊離される 2 種類の異なった収縮性の神経伝達物質（アセチルコリン，
ATP）を介した収縮反応に対する影響を明らかにする目的で，モルモット及びマウスの摘出膀
胱平滑筋標本に経壁神経電気刺激（EFS）を与えて誘発される収縮反応に対するジスチグミン
の影響を検討した。１）いずれの膀胱平滑筋標本の収縮反応も，アトロピン（10−6 M）によっ
て強く抑制された。アトロピン（10−6 M）抵抗性の収縮成分は，α,β-mATP（10−4 M）により
ほぼ消失した。２）ジスチグミン（3 × 10−7–10−6 M）は，α,β-mATP（10−4 M）抵抗性の収縮
成分を強力に増強したが，アトロピン（10−6 M）抵抗性の収縮成分に対しては増強効果を示さ
なかった。以上の結果から，ジスチグミンは膀胱平滑筋を支配する副交感神経終末から遊離さ
れる神経伝達物質を介した収縮反応のうち，ATP による収縮反応には影響を与えずに，アセチ
ルコリンによる収縮反応を選択的かつ強力に増強することが明らかとなった。
２．モルモット排尿運動に対するジスチグミンの増強効果の持続性と血中濃度との関連性
シストメトリー法を用いて，モルモットの排尿時膀胱内圧に対するジスチグミンの増強効果の
持続性を追究するとともに，ChE 活性阻害作用及び血漿中濃度との関連性について検討した。
１）ジスチグミン（0.03–0.1 mg/kg）は，投与後 12 時間に亘り，排尿時最大膀胱内圧（IVPmax）
を増加させた。２）ジスチグミンの血漿中濃度は，投与 6 時間後に投与直後の濃度の 1%未満と
なった。1-コンパートメントモデルを用いた解析から，その消失半減期は約 0.7 時間と算出され
た。３）ジスチグミンは，膀胱及び全血中のアセチルコリンエステラーゼ（AChE）活性を投与
12 時間後においても有意に阻害していたが，血漿中の ChE（ブチリルコリンエステラーゼ）活
性には全く影響を与えなかった。以上の結果から，ジスチグミンによる長時間持続性の排尿時膀
胱収縮の増強効果は，本 ChE 阻害薬が血漿中に長く留まるからではなく，膀胱組織の AChE を
阻害し続けることによりもたらされる可能性が示された。
３．モルモット摘出膀胱平滑筋標本の収縮反応に対するジスチグミンの増強効果の持続性
ジスチグミンの長時間に亘る排尿時膀胱収縮の増強効果がその血漿中濃度に依存したもので
はなく，膀胱組織の AChE の阻害を反映したものであるとすれば，摘出膀胱平滑筋標本におい
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てもその収縮性の増強効果がジスチグミンの洗滌後も長時間に亘り検出できるはずである。そこ
でこの仮説の妥当性を検証するために，モルモット摘出膀胱平滑筋標本でのアセチルコリン誘発
収縮の増強効果及び ChE 活性阻害作用を指標としてジスチグミン洗滌後の作用の持続性を検討
し，他の ChE 阻害薬（ネオスチグミン，ピリドスチグミン，アンベノニウム）の作用の持続性
と比較した。１）ジスチグミン（10−6 M）によるアセチルコリン（3 × 10−6 M）誘発収縮の増強
効果と ChE 活性阻害作用は，ジスチグミン洗滌後も 12 時間に亘り有意に持続した。２）他の
ChE 阻害薬（それぞれ 10−6 M）では，アセチルコリン（3 × 10−6 M）誘発収縮の増強効果は，
それらの洗滌後 3 時間程度しか持続しなかった。また，これらの ChE 阻害薬による ChE 阻害作
用は，
洗滌後は時間依存的に減弱し，
洗滌後 4 時間以内に膀胱の ChE 活性が 75％以上回復した。
３）ジスチグミン以外の ChE 阻害薬の解離速度定数（k）は，約 0.5 h−1 と算出された。これに
対して，
ジスチグミンの解離速度定数は 12 時間の測定では算出できなかった。
以上の結果から，
他の ChE 阻害薬と比較しても，膀胱平滑筋の収縮機能のジスチグミンによる増強効果の持続が
際立って長いものであることが示されるとともに，この持続性は本 ChE 阻害薬が膀胱平滑筋の
AChE から速やかには解離せずに長時間に亘りこれを阻害し続けることによりもたらされる可
能性が示唆された。
４．遺伝子組換え型ヒトアセチルコリンエステラーゼ（rhAChE）に対するジスチグミンの阻害作
用の持続性
ジスチグミンが AChE に直接作用することで長時間に亘りその酵素活性を阻害する，より直
接的な証拠を得る目的で，遺伝子組換え型ヒトアセチルコリンエステラーゼ（rhAChE）の活性
に対するジスチグミンの阻害作用の持続性について検討した。１）ピリドスチグミン，ネオスチ
グミン，アンベノニウム（それぞれ 10−6 M）は rhAChE の活性を 2–35％にまで低下させたが，
低下した酵素活性は洗滌により 2–4 時間後には対照実験の酵素活性水準まで回復した。また，各
ChE 阻害薬の rhAChE に対する解離速度定数（kdiss）は，それぞれ 0.51 ± 0.05，0.66 ± 0.03，
1.41 ± 0.08 h−1 と算出された。２）ジスチグミン（10−6 M）は rhAChE の活性を 17％にまで低
下させた。ジスチグミンにより低下した酵素活性は洗滌により回復したが，その過程は非常に緩
徐で，
洗滌 48 時間後でも 50％程度しか回復しなかった。
なお，
ジスチグミンの解離速度定数
（kdiss）
及び解離半減期（t1/2）は，それぞれ 0.012 ± 0.001 h−1 及び 57.8 時間と算出された。以上の結果
から，ジスチグミンは，他の ChE 阻害薬よりも 40–120 倍 AChE から解離しにくい性質を有す
ることが明らかとなり，この特質が，ジスチグミンが排尿時膀胱収縮力を長時間に亘り増強させ
る機序の一旦を担うものであることが示された。
５．抗コリン作用に起因する排尿障害に対するジスチグミンの改善効果
薬剤誘発性排尿障害に対するジスチグミンの臨床的有用性を検証するため，抗コリン作用を有
する薬物による膀胱収縮力の低下に起因する排尿障害に対するジスチグミンの改善効果につい
て検討した。１）ジスチグミン（3 × 10−7 M）は，アトロピン（10−8 M）及びイミプラミン（10−6
M）により抑制された摘出膀胱平滑筋標本のアセチルコリンによる収縮反応を有意に回復させた。
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２）アトロピン（0.3 mg/kg, i.v.）及びイミプラミン（30 mg/kg, i.v.）は，麻酔下モルモットの
IVPmax を 4 時間に亘り有意に低下させ，投与 4 時間後の膀胱内残尿量も有意に増加させた。ジ
スチグミン（0.03 mg/kg, i.v.）は，アトロピン及びイミプラミンにより低下した IVPmax を回復さ
せ，増加した膀胱内残尿量を有意に抑制した。一方，合成コリンエステルであるベタネコール（3.0
mg/kg 又は 0.1 mg/kg, i.v.）は，アトロピン及びイミプラミンにより低下した IVPmax を有意に回
復させたが，増加した膀胱内残尿量の抑制効果は有意ではなかった。以上の結果から，ジスチグ
ミン，ベタネコールのいずれも抗コリン作用を有する薬物による排尿障害に対して改善効果を発
揮するが，膀胱内残尿量に対する影響を考慮すると，ジスチグミンのほうがより有効な改善効果
を示すと考えられた。

【結

語】

本研究では，ジスチグミンによる膀胱収縮機能の長時間持続性の増強効果の機序及び抗コリン
作用に起因する排尿障害に対するジスチグミンの有用性に関して，以下の新知見を得た。
１．ジスチグミンは，副交感神経終末から遊離される神経伝達物質によりもたらされる膀胱平滑
筋の収縮反応のうち，アセチルコリンを介した収縮反応を選択的かつ強力に増強する。
２．ジスチグミンによる長時間持続性の排尿時膀胱収縮の増強効果は，膀胱組織の AChE の阻
害作用を反映したものであり，血漿中濃度が高く保持されていることによるものではない。
３．ジスチグミンは，他の ChE 阻害薬と比較して AChE から極めて解離しにくい性質を有し，
この性質が排尿時膀胱収縮力を長時間に亘り増強させる機序の一旦を担う。
４．ジスチグミンは，抗コリン作用を有する薬物により発生する排尿期最大膀胱内圧の低下を伴
う排尿障害に対して優れた予防効果・改善効果を発揮することが期待される。
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