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研究成果の概要（和文）： 
高血圧治療薬セリプロロールの体内動態および降圧作用に及ぼすSLCO2B1の遺伝子多

型診断を行った結果、OATP2B1 の輸送活性に影響を及ぼす SLCO2B1*3 変異をホモ型で
保有する患者で血漿中薬物濃度が低下する傾向にあり、セリプロロール治療開始後の降圧
作用（血圧、心拍数）が得られにくい傾向が認められた。以上のことは、セリプロロール
の体内動態を規定するSLCO2B1遺伝子多型がセリプロロールの治療抵抗性に関連してい
ることを示唆している所見と考えられるが、さらに症例を蓄積して検討を行う必要がある。 
 
研究成果の概要（英文）： 

We examined the contribution of genetic variants in the SLCO2B1 gene to the 
variability of celiprolol efficacy in hypertensive patients. The patients homozygous for 
SLCO2B1*3 result in decreased plasma concentration of celiprolol, resulting in 
decrease of its hypotensive effect. Further study is necessary to confirm the influence 
of genetic variants in the gene on the hypotensive efficacy of celiprolol in a large 
sample size. 
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１．研究開始当初の背景 

薬物の体内動態には大きな個人差が存在

するため、期待した効果が認められない、あ

るいは重篤な副作用が発現する場合がある。

経口投与された薬物が薬理効果を発揮する

ためには、薬物が消化管の上皮細胞に取り込

まれ、上皮細胞での代謝を回避し、門脈を経

て肝臓に到達し、肝臓での代謝を回避して全

身循環血に到達する必要がある。特に小腸や

肝臓で代謝を受けない経口薬では、消化管上

皮細胞を介した膜透過性が血中濃度および

薬理効果を左右する主な要因となる。  
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小腸上皮細胞には、医薬品の生体膜輸送に

関与する数多くの薬物輸送蛋白(トランスポ

ーター)が存在するが、医薬品の体内動態や薬

理効果への影響など臨床的に実証されてい

るものは P 糖蛋白(P-gp)などの極一部に限ら

れている。従って、医薬品の消化管吸収にお

けるトランスポーターの役割を明らかにす

ることは、体内動態の個人差の解明のみなら

ず、吸収が良好な医薬品の開発など創薬の段

階においても重要な寄与となることは明ら

かである。 

有機アニオントランスポーターである

Organic Anion Transporting Polypeptide 
(OATP)2B1（遺伝子名：SLCO2B1）は、小

腸管腔側に発現し、物質を管腔内から上皮細

胞へ取り込むトランスポーターである。

OATP2B1 は広い基質認識性を示し、β遮断

薬のセリプロロールやアテノロール、直接的

レニン阻害薬のアリスキレンなどが基質と

なることが知られており、それらの消化管吸

収を左右する重要な因子と考えられている。

特にセリプロロールおよびアリスキレンは、

いずれも小腸・肝臓での代謝を受けないため、

小腸におけるOATP2B1活性がそれらの体内

動態を大きく左右する可能性が高く、また、

OATP2B1 の生体での機能を評価する上で有

用なプローブ薬物である。さらに、OATP2B1

をコードするSLCO2B1遺伝子には輸送活性

に影響する遺伝子多型が知られており、医薬

品の消化管吸収率の個人差に影響する可能

性が高い。実際、我々は SLCO2B1 遺伝子多

型がセリプロロールの薬物動態に大きな影

響を及ぼしたとする preliminary な結果を持

っており、実際の患者における降圧作用や副

作用との関連を解明することは、多くの患者

で治療抵抗性など予測できる有用なバイオ

マーカーの探索において、重要な寄与となる

ことは明らかであり、多くの医療従事者が切

望する事項である。アリスキレンに関しても、

既報のOATP2B1阻害薬との併用研究のデー

タから、セリプロロールと同様の研究結果が

報告されており、OATP2B1 が体内動態(消化

管吸収)に関与し、その個人差に SLCO2B1

遺伝子多型が関与している可能性が高い。 

OATP2B1 の医薬品の体内動態への関与の

みならず、体内動態や薬理効果の個人差を

SLCO2B1 遺伝子多型から解明することに着

目した研究は皆無であり、個人差解明の新規

攻略法であることから、本研究を着想するに

至った。 

 

 
図１ トランスポーターと薬物動態 

 
２．研究の目的 

 本研究は以下の項目を明らかにすること

を目的とする。 

（１） 健常成人を対象としたアリスキレン

の体内動態に及ぼすSLCO2B1遺伝子多型の

影響 

（２）高血圧患者を対象としたセリプロロー

ルの治療効果に及ぼすSLCO2B1遺伝子多型

の影響 

（３）高血圧患者を対象としたアリスキリン

の治療効果に及ぼすSLCO2B1遺伝子多型の

影響 

 

 
３．研究の方法 

（１）高血圧患者を対象に、セリプロロール



 

 

の治療効果とSLCO2B1遺伝子多型の関連を解

明 

 セリプロロール投与患者 50 例程度を対象

とする。対象患者よりゲノム DNAを採取する

目的で採血を行う。解析対象遺伝子は、

SLCO2B1*3 変異とする。また、セリプロロー

ルの血中濃度測定のため採血を行う。セリプ

ロロール服用前および服用 2時間後に採血し、

血漿中濃度を高速液体クロマトグラフで測

定する。また、血圧（収縮期、拡張期）およ

び心拍数は、セリプロロール治療開始前およ

び開始 2、4、8週間後に測定する。併せて研

究に必要な診療情報を収集する。遺伝子解析

結果と同時に患者の降圧作用（血圧、心拍数）、

投与量の推移、血中濃度、臨床検査結果をデ

ータベース化し、集団遺伝学的手法により解

析し、セリプロロールの体内動態を規定する

SLCO2B1 遺伝子多型および血中濃度と薬理効

果との関連を評価する。平成 23 年に完了す

る。 

 

（２）

 50名程度の健常成人を対象に SLCO2B1遺伝

子多型(*3, 486 Ser>Phe)のスクリーニング

を実施し、約 20名(SLCO2B1*1/*1、*1/*3お

よび*3/*3各 5名以上)の健常成人を対象に体

内動態解析を行う。アリスキレン(150mg錠)

を単回投与後、経時的に採血し、血漿中濃度

を高速液体クロマトグラフ(受託解析)で測

定する。遺伝子診断は既報の PCR-RFLP 法で

行う。平成 23年に完了する。 

健常成人を対象に、アリスキレンの体

内動態とSLCO2B1遺伝子多型の関連を解明 

 

（３）

 アリスキレン投与患者 50-100 例を対象と

する。対象患者よりゲノム DNAを採取する目

的で採血を行う。解析対象遺伝子は、

SLCO2B1(*3)およびレニン－アンジオテンシ

ン系(RAS)遺伝子(レニン、アンジオテンシノ

ーゲン、アンジオテンシン変換酵素、アンジ

オテンシン受容体など)とする。RAS 関連遺伝

子の変異スクリーニングは、SSCP 法およびダ

イレクトシークエンスで同定する。血圧（収

縮期、拡張期）および心拍数は、アリスキレ

ン治療開始前および開始 2、4、8週間後に測

定する。併せて研究に必要な診療情報を収集

する。遺伝子解析結果と同時に患者の降圧作

用（血圧、心拍数）、投与量の推移、臨床検

査結果をデータベース化し、集団遺伝学的手

法により解析し、アリスキレンの体内動態を

規定する SLCO2B1および RAS関連遺伝子多型

と薬理効果(genotype-phenotype)の関連を

評価する。なお、本検討は(A)の結果に関わ

らず、治療効果の個人差に関連する可能性が

ある RAS関連遺伝子の変異スクリーニングを

行い、genotype-phenotypeの関連を評価する。

平成 24年に完了する。 

高血圧患者を対象に、アリスキリンの

治療効果とSLCO2B1 遺伝子多型の関連を解明 

 

 

４．研究成果 

（１）

高血圧患者を対象としたセリプロロールの

治療効果に及ぼす SLCO2B1遺伝子多型の影響

を検討した。セリプロロール投与患者 5例を

対象に SLCO2B1の遺伝子多型診断を行った結

果、OATP2B1 の輸送活性に影響を及ぼす、す

なわち経口投与されたセリプロロールの消

化管吸収を低下させる SLCO2B1*3変異をホモ

型で保有する患者が 2 名、ヘテロ型が 2 名、

保有しない患者（SLCO2B1*1/*1）が 1名であ

った。セリプロロールの血漿中濃度を測定し

た結果、トラフ値の平均は SLCO2B1*1/*1 お

よび*1/*3 患者で 34.7ng/mL、SLCO2B1*3/*3

高血圧患者を対象に、セリプロロール

の治療効果とSLCO2B1遺伝子多型の関連を解

明 



 

 

で 27.7ng/mL、投与 2時間後の値はそれぞ 

れ 129.1ng/mLと 68.6ng/mLであった。一方、

セリプロロール治療開始後の降圧作用（血圧、

心拍数）にも SLCO2B1遺伝子間で差異が認め 

られており、SLCO2B1*1/*1および*1/*3 患者

と比較して SLCO2B1*3/*3 患者の方が降圧作

用が得られにくい傾向が認められている。以

上のことは、セリプロロールの体内動態を規

定する SLCO2B1遺伝子多型がセリプロロール

の治療抵抗性に関連していることを示唆し

ている所見と考えられた。 

 

 

図２セリプロロール血中濃度（トラフ濃度）

に及ぼす SLCO2B1遺伝子多型の影響 

 

 

セリプロロール投与患者 50 例程度を対象

とする予定であったが、集積されている症例

などを考慮して 20 例程度を追加して実施す

る予定であった。しかし、研究協力者の人事

により対象患者の集積が困難な状態となり、

再度研究協力者の調整を行ったが、調整がつ

かなかったため本研究実施計画を遂行する

ことが困難となった。 

 

（２）

研究協力者の人事により困難な状態とな

ったため。また、LC-MS-MSによるアリスキレ

ンの血中濃度測定機器の準備および臨床試

験センターとの日程調整など試験の実施体

制の調整を再度行ったが予想以上の高額費

用を要することが明らかとなり、予算などの

問題から計画を中止せざるを得ない状況と

なった。 

健常成人を対象に、アリスキレンの体

内動態とSLCO2B1遺伝子多型の関連を解明 

 

（３）

(B)の研究成果などを考慮しながら開始時

期を検討する予定であったが、上記記載の通

り、研究実施計画を遂行することが困難とな

った。(B)の結果に関わらず当該研究を実施

計画通りに遂行することを検討したが、研究

協力者の人事により対象患者の集積が困難

な状態となり、再度研究協力者の調整を行っ

たが、調整がつかなかったため本研究実施計

画を遂行することが困難となった。 

高血圧患者を対象に、アリスキリンの

治療効果とSLCO2B1 遺伝子多型の関連を解明 
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