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序論 

近年、医療の目覚ましい発展により平均寿命が大きく延長し、世界的な高齢化社会

を迎えている。特に我が国は世界に類を見ない水準で高齢化が進んでおり、2019 年

現在、その高齢化率は 28.1%と、世界最高の値を示している 1) 。慢性の加齢性疾患

は患者の QOL 低下が著しく、これら疾患の予防が重視されているが、その発症には

酸化ストレスの関与が知られており、その予防には抗酸化物質の摂取が有効である。

その様な背景の中、病気の予防・改善、体調の維持、健康の増進などを目的とし、健

康食品やサプリメントを利用する国民が増加しており、2012 年に行われた調査では

全体の 75%の人が健康食品を利用したことがあるという結果が報告されている 2) 。

市販されているサプリメントの中には抗酸化物質としてポリフェノールを主成分と

している製品が多く存在しているが、その体内動態やトランスポーターとの相互作用

は明らかになっていない化合物も多いのが現状である。したがって、その吸収過程に

おける相互作用を明らかにすることは、サプリメントの適正使用を図る上で重要であ

ると考えられる。 

OATP2B1 は小腸、肝臓、肺、胎盤 3, 4) などに発現するトランスポーターであり、

生体内における有機アニオン系物質の輸送を担っている。小腸においては刷子縁膜側

に発現し、消化管からのアニオン性化合物の吸収に大きく寄与していることが知られ

ている 5) 。その基質薬物としては、atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin6-10) などのスタ

チン系薬物をはじめとし、glyburide11) , fexofenadine9) , mesalazine12) などが挙げられ、

OATP2B1 が様々な構造を有した有機アニオン系薬物の吸収に関与していることが窺

える (Fig. 1) 。中でも、rosuvastatin は現在、臨床現場において頻繁に用いられている

HMG-CoA 還元酵素阻害剤であり、LDL-コレステロール値およびクレアチニンクリア
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ランスを参照しながら投与設計を行う薬物である。薬物が適切な血中濃度から外れる

と、低濃度領域においては治療効果の減弱、高濃度領域においては横紋筋融解症を引

き起こす原因となるため、他薬物及び食物との相互作用も加味しつつ、適切な血中濃

度を維持できるよう努める必要がある。 

 

 

当研究室ではこれまでに、そばなどの食品に含まれ、抗酸化作用を有するポリフェ

ノールの一種である rutin により、OATP2B1 の輸送活性が急激に増大することを明ら

かにしている 13) 。また、OATP2B1 はアップルジュース、オレンジジュース摂取時に

その基質輸送が阻害されることが知られており 14) 、薬物の体内動態の中でも特に吸

収過程において、OATP2B1 を介した食物-薬物間相互作用を考慮することは薬物の適

正使用を図る上で重要であるという事が言える (Fig. 2) 。多くの食品やサプリメント

に含まれるポリフェノールは、その構造上、生体内ではアニオンとして存在している

事が多く、OATP2B1 を介した相互作用を引き起こす原因となる可能性がある。 

 

 

Fig. 1 Substrates of OATP2B1 

Glyburide 
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そこで、本研究では、OATP2B1 の基質輸送能に影響を及ぼすポリフェノール類を

明らかにし、OATP2B1 を介した食物-薬物間相互作用リスクを評価することを目的と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Purpose of this study 

OJ : Orange juice 

AJ : Apple juice 
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第一章 OATP2B1 典型的基質の輸送に影響を与えるポリフェノール類の探索 

 

第一節 緒言 

 今日、ポリフェノール類は機能性食品成分として多く利用されており、その薬理効

果は in vitro, in vivo ともに様々な検討が行われている。その一方で、ポリフェノール

類の体内動態は明らかになっていないのが現状であり、そのトランスポーターとの相

互作用も不明な状態で、高濃度の化合物を摂取するケースも多く存在する。 

OATP2B1 は小腸に多く発現しているトランスポーターであり、薬物をはじめとし

た様々なアニオン性物質の吸収に関与している。ポリフェノール類はその多くが生体

内ではアニオンとして存在しており、OATP2B1 によって輸送される可能性がある。

いくつかのポリフェノール類については OATP2B1 の基質輸送に影響を与えることが

報告されているものの、多くの化合物についてはその OATP2B1 に与える影響は明ら

かになっていない。ポリフェノールの中でも、特に日常生活の中において摂取する機

会の多い化合物については、適切な薬物療法を行うために、OATP2B1 との相互作用

を明らかにする必要がある。 

そこで本章では、食品やサプリメントに含まれる主要なポリフェノール類をピック

アップし、OATP2B1 との相互作用を明らかにすることを目的とし、検討を行った。 
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第二節 実験方法 

 第一項 実験材料 

i) 使用細胞 

ヒト胎児腎細胞由来HEK293細胞を使用した。HEK293 細胞は非働化した 10% 

FBS (Thermo Fisher Scientific) を添加したDMEM (Sigma-Aldrich)を培養液とし、37°C, 

5% CO2-95% airインキュベーター内で培養した。細胞は75 cm2フラスコ (Corning), 

もしくは、60.1 cm2ディッシュ (TPP) で培養し、培養液の交換は2-3日おきに行った。

継代は播種後サブコンフルエントになった際に細胞をPBS (137 mM NaCl, 2.68 mM 

KCl, 8.1 mM Na2HPO4, 1.47 mM KH2PO4) で洗浄後、EDTA溶液 (0.25% trypsin, 0.02% 

EDTA, 137 mM NaCl, 2.68 mM KCl, 8.1 mM Na2HPO4, 1.47 mM KH2PO4) により遊離

させて行った。 
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ii) 使用薬物及び試薬 

紅茶抽出物作製に使用する紅茶葉 (Lipton Extra Quality Ceylon) は Unilever Japan 

K.K.より、apigenin, EGCG, ellagic acid, curcumin, genistein, kaempferol, cyanidin 

chloride, sesamin, daidzein, hesperidin, gallic acid, myricetin, luteolin, resveratrol, TF-2A, 

TF-2B, TF-3 は Wako より、BSP, caffeic acid, chlorogenic acid, DHEAS, naringenin, 

ferulic acid, morin hydrate, E3S は Sigma-Aldrich より、TF-1 は Kanto-chemical より、

fluvastatin sodium salt hydrate は TCI より、[3H]Estrone-3-sulfate は PerkinElmer より購

入した。その他の試薬は Sigma-Aldrich や Wako, nacalai tesque 等の特級または生化

学用のものを使用した。  

Apigenin, EGCG, ellagic acid, curcumin, genistein, kaempferol, cyanidin chloride, 

sesamin, daidzein, hesperidin, gallic acid monohydrate, myricetin, luteolin, resveratrol, 

rosuvastatin, caffeic acid, chlorogenic acid, naringenin, ferulic acid, morin hydrate, TF-1, 

TF-2A, TF2B, TF-3 は DMSO に溶解し、10 mM 溶液を stock solution として、-30oC,

で保存した。E3S, BSP, DHEAS, Fluvastatin は水に溶解し、1 mM 溶液を stock solution

として、-30oC で保存した。 
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第二項 取り込み実験 

コラーゲンコート処理した 24 穴プレートに 2×105 cells/well で細胞を播種した。

培養液を除去し、37oCの HBSS (137 mM NaCl, 25 mM D-(+)-glucose, 5.4 mM KCl, 0.44 

mM KH2PO4, 0.34 mM Na2HPO4, 4.2 mM NaHCO3, 1.3 mM CaCl2, 0.81 mM MgSO4, 10 

mM HEPES (pH7.4)) 500 μLを添加し、37°Cで10 minプレインキュベートした。HBSS

を除去した後、基質溶液 (E3S, TF-1, TF-2A, TF-2B または TF-3) を 200 μL 添加し、

37°C でインキュベートし、細胞内に基質を取り込ませた。基質溶液を除去した後、

氷冷した HBSS 500 µL により細胞を 2 回洗浄し、取り込みを停止させた。続いて、

0.2 N NaOH-1% SDS 溶液 500 µL を加えて細胞を溶解させた後、これに Ultima 

Gold™シンチレーションカクテル (Perkin Elmer) を 5 mL 加え、Tri-Carb® 1600TR 液

体シンチレーションカウンター (Perkin Elmer) を用いて基質の定量を行った。また、

タンパク質の定量は BSA を標準タンパク質とし、Pierce® BCA Protein Assay Kit 

(Pierce Biotechnology) を用いて行った。基質溶液として theaflavin 類溶液を用いた

場合は、取り込みを行った後、水 500 µL を加えて細胞を懸濁した。この細胞懸濁
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Theaflavin 3’-gallate 

(TF-2B) 

Theaflavin 3,3’-digallate 

(TF-3) 

Fig. 4 Structures of TFs 

 

Theaflavin 

(TF-1) 
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液を 400 µL とり、4 µL の ascorbic acid solution (20% (w/v) ascorbic acid, 0.4 M 

Na2HPO4, 0.1% (w/v) Na2EDTA) および 100 µLの acetoneを加えた後、500 µLの ethyl 

acetate を加えて 10 sec ボルテックスした。20,000g, 4oC, 15 min で遠心分離し、得ら

れた上層を別のエッペンドルフチューブに移した。この操作を 2 回繰り返し、得ら

れた有機層 (1,000 µL) の溶媒を留去した。残渣をUPLCの starting eluent (with 1 mM 

ascorbic acid, 100 µL) に再溶解してサンプルとし、10 µL をインジェクションした。

また、タンパク質の定量は BSA を標準タンパク質とし、Pierce® BCA Protein Assay 

Kit (Pierce Biotechnology) を用いて行った。 

 

 第三項 Theaflavin 類定量法 

i) 標準溶液調製法 

検量線標準溶液用の TF-1, TF-2A, TF-2B, TF-3 は、メタノールに溶解し、1 mM 溶

液を stock solution として、-80oC で保存した。検量線溶液は、stock solution をメタ

ノールで 10, 20, 100, 200, 1000, 2,000, 10,000, 20,000 倍に希釈し、さらに細胞溶解液

に 100 倍希釈で添加する事により調製した。 
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ii) マススペクトロメトリーおよびクロマトグラフィー 

  UPLC に ACQUITY UPLC® H-Class System (Waters) を用いた。 

  分析カラムに ACQUITY UPLC BEH C18 Column (1.7 µm, 100×2.1 mm)を用い、温

度は 40oC とした。移動相は water, acetonitrile, acetic acid の混液によるグラジエント

溶出を行い、流速は 0.2 mL/min とした (Table 1)。 

 

 

 質量分析計にはトリプル四重極型質量分析計である Xevo™ TQ–S (Waters) を用

い、正イオン検出モードにて測定を行った。TF-1, TF-2A, TF-2B, TF-3 のプレカーサ

ーイオンには、それぞれ m/z 565, m/z 717, m/z 717, m/z 869 を選択し、モニタリング

イオンにはいずれの化合物も m/z 139 に用いた。また、Capillary voltage を 4.00 (kV), 

Colision energyを 32 (V), Desolvation temperatureを 250 (oC) とした。データはAnalyst 

software (version 4.1)を用いて解析した。 

 

Column 
ACQUITY UPLC BEH C18 Column (1.7 µm, 

100×2.1 mm) 

Column temperature 40oC 

Flow rate 0.2 mL/min 

Mobile phase 
A : water:acetonitrile:acetic acid=96:2:2 (v/v/v) 

B : acetonitrile:acetic acid=98:2 (v/v) 

Total run time 13.5 min 

Injection volume 10 µL 

Gradient rate %B 

0-6.0 min : 20%→95% 

6.0-8.0 min : 95% 

8.0-8.5 min : 95%→20% 

8.5-13.5 min : 20% 

Table 1 UPLC condition for the separation of TFs 
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第四項 統計処理 

非線形回帰分析は Sigmaplot® (version 12.5) を用いて行った。 

速度論的パラメーターは、全て以下の式を用いて算出した。 

V=Vmax× S/(Km+S): V は取り込み速度、Vmaxは最大取り込み速度, S は基質濃度、Km

はミカエリス定数を表す。 

有意差の検定は、JMP® Pro (version 12.0.1) を用い、Student’s t-test または ANOVA

に続く Dunnett’s test によって行った。 
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第三節 実験結果 

 第一項 化合物の絞り込み 

i) スクリーニング 

  始めに、各ポリフェノール類が OATP2B1 典型基質である E3S の輸送に与える影

響を評価した。取り込み時間を 15 sec とし、5 nM E3S と 10 µM 各種ポリフェノー

ル類 (gallic acid, resveratrol, chlorogenic acid, caffeic acid, ferulic acid, ellagic acid, 

sesamin, morin, myricetin, EGCG, naringenin, genistein, daidzein, kaempferol, cyanidin, 

quercetin, curcumin, apigenin hesperidin, luteolin, TF-1) をそれぞれ同時添加したとこ

ろ、OATP2B1 による E3S 輸送は naringenin, genistein, daidzein, kaempferol, cyanidin, 

quercetin, curcumin, apigenin hesperidin, luteolin, TF-1 を同時添加した場合に有意に阻

害された (Fig. 5) 。特に TF-1 は OATP2B1 に対して強い阻害作用を有し、E3S 取り

込み量は control に対しておよそ 40%程度まで減少した。この結果より、TF-1 が

OATP2B1 の基質輸送に与える影響が大きいと判断し、TF-1 に着目して以後の検討

行っていくこととした。 
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ii) Dixon plot 

 TF-1 の OATP2B1 を介した E3S の輸送に対する阻害強度を明らかにするべく、

Dixon plot を作成した。取り込み時間 15 sec、TF-1 濃度 0.5-50 µM、E3S 濃度 1 µM

または5 µMとして検討を行ったところ、Ki値は8.22±1.68 µMとなった (Fig. 6) 。

これより、TF-1 は OATP2B1 に対して比較的低濃度でも十分な阻害効果を有するこ

とが示唆された。 

 

 

Fig. 5 Effects of polyphenols on uptake of E3S by OATP2B1. 

HEK293 cells were exposed to 5 nM E3S with 10 µM polyphenols at pH 7.4 for 15 sec. The 

specific uptake of E3S by OATP2B1 was estimated by subtracting its uptake by mock cells 

from that by OATP2B1-expressing HEK293 cells. Each column represents the mean with 

S.E.M. of 3 independent experiments. *; P<0.05, ***; P<0.001 vs. control 
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iii) 阻害様式の検討 

前述の検討において、特に強い OATP2B1 阻害作用を示した TF-1 について、その

阻害様式の検討を行った。取り込み時間 15 sec、TF-1 濃度 10 µM、E3S 濃度 0.05-100 

µM とし、TF-1 存在下・非存在下における E3S 取り込みの濃度依存性から速度論解

析を行ったところ、E3S の取り込みは Michaelis-Menten 型の飽和性を示した (Fig. 

7A) 。E3S が低濃度の時、TF-1 は E3S の取り込みを阻害する一方で、E3S が高濃

度の時、TF-1 は E3S の取り込みを促進することが明らかとなった。また、得られ

た結果から Eadie–Hofstee plot を作成した (Fig. 7B) 。TF-1 存在下において、Km及

び Vmaxは有意に増加した (Table 2) 。Vmaxが増加したことより、TF-1 の同時添加は

E3S の取り込み速度を増加させるが、一方で、Kmが増加したことより、TF-1 が

OATP2B1 の基質認識部位において E3S に対して競合的にはたらく可能性が示唆さ

Fig. 6 Dixon plot for the inhibition of E3S uptake by TF-1. 

HEK293 cells were exposed to 1 µM or 5 µM E3S with 0.25-10 µM TF-1 at pH 7.4 for 15 

sec. Each point represents the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments.  
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れた。したがって、TF-1 と OATP2B1 の相互作用について明らかにするべく、

OATP2B1 の基質となるか否か検討を行うこととした。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Km (µM) Vmax (pmol/mg protein/min) 

TF-1 (-) 16.78 ± 1.425 849.9 ± 22.15 

TF-1 (+) 60.87 ± 9.650 1948 ± 145.4 

Fig. 7 Concentration-dependent uptake of E3S by OATP2B1 in the absence or presence 

of TF-1. 

(A) HEK293 cells were exposed to 0.05-100 µM E3S with presence or absence of 10 µM TF-1 

at pH 7.4 for 15 sec. (B) Eadie–Hofstee plot of the data: V, uptake rate (pmol/mg protein/min); 

S, concentration of E3S (µM). Each point represents the mean ± S.E.M. of 3 independent 

experiments. 

Each value represents the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments. 

Table 2  Kinetic parameters of E3S uptake with absence or presence TF-1. 

A                B 
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第二項 OATP2B1 による TF-1 取り込みに関する検討 

i) 時間依存性 

 TF-1 が OATP2B1 の基質となるか否かを検討するに当たり、OATP2B1 による

TF-1 取り込みの時間依存性の検討を行った (Fig. 8) 。取り込み時間 1-30 min、

TF-1 濃度 10 µM とし、検討を行ったところ、OATP2B1 発現細胞における TF-1

の取り込み量は、Mock に比べて高い値を示した。さらに、TF-1 の取り込み量は時

間依存的に増加した。この結果より、OATP2B1 による TF-1 取り込み量は、少な

くとも 30 min までは直線的に増加することが示された。 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Time-dependent uptake of TF-1 by OATP2B1. 

HEK293 cells were exposed to 10 µM TF-1 at pH 7.4 for 1-30 min. Each point represents 

the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments.  



17 

 

ii) 温度依存性および OATP2B1 阻害剤添加の影響 

  TF-1 取り込みの時間依存性の検討に続いて、温度依存性に関する検討を行った。

取り込み時間 10 min、TF-1 濃度 10 µM として検討を行ったところ、4oC における

取り込み量は 37oC と比較して有意に低い値を示した (Fig. 9)。さらに、OATP2B1

基質阻害剤である BSP, DHEAS, E3S, fluvastatin をそれぞれ同時添加し、TF-1 取り

込み量の測定を行ったところ、用いた全てのOATP2B1阻害剤存在下において、TF-1

の取り込みは有意に阻害された (Fig. 10) 。これらの結果より、TF-1 は OATP2B1

の基質となることが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Temperature-dependent uptake of TF-1 by OATP2B1. 

HEK293 cells were exposed to 10 µM TF-1 at pH 7.4 for 10 min. The specific uptake of 

TF-1 by OATP2B1 was estimated by subtracting its uptake by mock cells from that by 

OATP2B1-expressing HEK293 cells. Each column represents the mean ± S.E.M. of 3 

independent experiments. ***; P<0.001 vs. 37oC 

 

*** 
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Fig. 10 Influence of OATP2B1 substrates on uptake of TF-1. 

HEK293 cells were exposed to 10 µM TF-1 with 100 µM OATP2B1 substrates at pH 7.4 

for 1 min. The specific uptake of TF-1 by OATP2B1 was estimated by subtracting its 

uptake by mock cells from that by OATP2B1-expressing HEK293 cells. Each column 

represents the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments. **; P<0.01, ***; P<0.001 vs. 

control. 
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iii) 速度論的パラメーター 

続いて、TF-1 取り込みの濃度依存性から速度論解析を行った。取り込み時間 10 

min、TF-1 濃度 0.5-100 µM として検討を行ったところ、TF-1 の取り込み速度は

Michaelis-Menten 型の飽和性を示した (Fig. 11A)。また、得られた結果から Eadie–

Hofstee plot を作成した (Fig. 11B) 。なお、算出された速度論的パラメーターを Table 

3 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km (µM) Vmax (pmol/mg protein/min) 

5.124 ± 0.6698 41.63 ± 1.336 

A                   B A                   B 

Fig. 11 Concentration-dependent uptake of TF-1 by OATP2B1. 

(A) HEK293 cells were exposed to 0.5-100 µM TF-1 at pH 7.4 for 10 min. (B) Eadie–

Hofstee plot of the data: V, uptake rate (pmol/mg protein/min); S, concentration of TF-1 

(µM). Each point represents the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments. 

Each value represents the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments. 

Table 3 Kinetic parameter of TF-1 uptake 
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 第三項 紅茶抽出物及び theaflavin 類と OATP2B1 間の相互作用 

i) OATP2B1 基質の取り込みに与える影響 

 前述した検討から、TF-1 は OATP2B1 の基質となるとともに、その基質輸送を競

合的に阻害することが明らかとなった。TF-1 は紅茶葉に含まれる主要なポリフェ

ノール類であることから、続いて、紅茶抽出物が OATP2B1 の基質輸送に与える影

響を評価することとした。また、紅茶抽出物中には TF-1 の他、TF-2A, TF-2B 及び

TF-3 などの theaflavin 類が含まれる。よって、紅茶抽出物、TF-2A, TF-2B 及び TF-3

について、TF-1 同様に OATP2B1 との相互作用を明らかにすることとした。 

検討に使用する紅茶抽出物は紅茶葉 5 g を水 200 mL で 20 分間還流し、ろ過す

ることにより用時調製した。得られた紅茶抽出物中の theaflavin 類濃度を、

LC/MS/MS を用いて測定した (Table 4) 。 

 

 

 

 

 

Theaflavin 類及び紅茶抽出物の OATP2B1 基質輸送に対する阻害効果を評価する

べく、阻害実験を行った。取り込み時間を 15 sec とし、5 nM E3S と 10 µM theaflavin

類または 10%紅茶抽出物を同時添加したところ、いずれの theaflavin 類も、TF-1 と

同程度の OATP2B1 基質輸送阻害効果を有し、また 10%紅茶抽出物もその基質輸送

を強く阻害することが明らかとなった (Fig. 12) 。 

 

 TF-1 TF-2 TF-3 

Conc. (µM) 3.03 ± 0.0257 2.80 ± 0.695 1.02 ± 0.0375 

Each value represents the mean ± S.D. of 3 independent experiments. 

Table 4  Concentration of TFs in Black tea extracts. 
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ii) 阻害様式の検討 

いずれの theaflavin 類及び紅茶抽出物も OATP2B1 基質輸送に対する阻害効果を

有する事が明らかになったことから、続いて、各 theaflavin 類及び紅茶抽出物の阻

害様式の検討を行った。取り込み時間 15 sec、theaflavin 類濃度を 10 µM、紅茶抽出

物濃度を 10%、E3S 濃度を 0.5-200 µM とし、阻害剤存在下・非存在下における E3S

取り込みの濃度依存性から速度論解析を行ったところ、E3S の取り込みは

Michaelis-Menten 型の飽和性を示した (Fig. 13) 。E3S が低濃度の時、theaflavin 類

は E3S の取り込みを阻害する一方で、E3S が高濃度の時は、その取り込みを促進す

ることが明らかとなった。また、得られた結果から速度論的パラメーターを算出し

たところ、阻害剤存在下において、Km及び Vmaxは増加した (Table 5) 。 

Fig. 12 Effect of TFs and Black tea extracts on uptake of E3S.  

HEK293 cells were exposed to 5 nM E3S in the absence or presence of 10 µM TFs, or 10% 

black tea extracts, at pH 7.4 for 15 sec. The specific uptake of E3S by OATP2B1 was 

estimated by subtracting its uptake by mock cells from that by OATP2B1-expressing 

HEK293 cells. Each column represents the mean ± S.D. of 3 independent experiments. 

***; P<0.001 vs. control 
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〇TF-2B (-) 
●TF-2B (+) 

〇TF-3 (-) 
●TF-3 (+) 

〇TF-1 (-) 
●TF-1 (+) 

〇TF-2A (-) 
●TF-2A (+) 

Fig. 13 Concentration-dependent uptake of E3S by OATP2B1 in the absence or 

presence of (A) TF-1, (B) TF-2A, (C) TF-2B, (D) TF-3 and (E) Black tea extract. 

HEK293 cells were exposed to 0.5-200 µM E3S in the absence or presence of 10 µM TFs, 

or 10% black tea extracts, at pH 7.4 for 15 sec. Each point represents the mean ± S.E.M. of 

3 independent experiments.  

A                 B 

C                 D 

E 

〇Black tea (-) 
●Black tea (+) 
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iii) 時間依存性 

Theaflavin類が TF-1 同様 OATP2B1によって認識されるか否かを明らかにするべ

く、theaflavin 類取り込みの時間依存性の検討を行った。取り込み時間 1-30 min、

theaflavin 類濃度 10 µM として検討を行ったところ、theaflavin 類の取り込みは

OATP2B1 発現細胞において Mock と有意な差は見られなかった (Fig. 14) 。また、

各 theaflavin 類構造中に見られるエステル結合は容易に加水分解し、TF-1 と没食子

酸に分解されるため、各 theaflavin エステル体に加えて、TF-1 の取り込み量につい

ても測定を行った。その結果、いずれの theaflavin類を添加した場合においても TF-1

は検出されなかった (Data not shown)。以上より TF-2A, TF-2B, TF-3 はいずれも

OATP2B1 の基質とはならないことが明らかとなった。 

 

 

 

 

 Km (µM) Vmax (pmol/mg protein/min) 

Control 13.78 ±1.376 190.8 ±4.596 

TF-1 60.74 ±12.13 347.4 ±25.94 

TF-2A 52.85 ±5.848 348.7 ±13.63 

TF-2B 34.88 ±4.903 294.5 ±12.51 

TF-3 37.34 ±9.033 277.2 ±20.77 

Black tea 77.37 ±8.475 296.3 ±13.38 

Each value represents the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments. 

Table 5 Kinetic parameters of E3S uptake in the absence or presence inhibitors. 
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Fig. 14 Time-dependent uptake of (A) TF-2A, (B) TF-2B and (C) TF-3 by 

OATP2B1.  

HEK293 cells were exposed to 10 µM TFs at pH 7.4 for 1–30 min. Each point represents 

the mean ± S.D. of 3 independent experiments. 

B 

A 

C 
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第四節 考察 

 本章では日常生活において食品から摂取する機会の多い、もしくはサプリメントと

して汎用されている機能性食品成分ポリフェノール類をピックアップし、OATP2B1

の典型的基質である E3S の輸送に与える影響を評価した。本検討では食物やサプリ

メントを摂取した際に、各化合物が腸管内で存在しうる濃度での検討が望ましいため、

ポリフェノール類の濃度は一律で 10 µM に設定した。その結果、naringenin, genistein, 

daidzein, kaempferol, cyanidin, quercetin, curcumin, apigenin hesperidin, luteolin, TF-1 を同

時添加した際に、OATP2B1 による E3S 取り込みに阻害が見られた。阻害が観察され

なかった化合物の中には、EGCG と言った、既に高濃度添加 (100 µM) で OATP2B1

阻害作用を有することが報告されている化合物もあるが 15) 、ヒトの腸管内で存在し

うると予想される濃度では阻害作用は示さないことが明らかとなった。一方で、TF-1

は 10 µM の同時添加で controlに対しておよそ 40%まで E3S取り込み量を減少させた

ことから、日常生活における摂取でも腸管内の OATP2B1 を阻害する可能性が示され

た。 

 次に、強い阻害作用が見られた TF-1 に着目し、同時添加時の E3S 取り込みの濃度

依存性の検討を行った。その結果、低基質濃度領域 (0.05-10 µM) において、TF-1 は

E3S 取り込みを阻害した。また、TF-1 同時添加により Kmが増加したことより、少な

くとも低基質濃度領域においては、TF-1 が OATP2B1 の基質認識部位において E3S

に対して競合的に作用する可能性が示された。一方で、高基質濃度領域 (50-100 µM) 

においては、TF-1 同時添加により E3S 取り込みは促進された。取り込みが促進され

た要因としては、トランスポーターの膜発現量の増加や、コンフォメーションチェン

ジによる取り込み促進などが考えられるが、15 sec という短い取り込み時間でも取り
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込みの促進が見られたことから、TF-1がOATP2B1に対してアロステリックに作用し、

E3S の取り込み速度を増加させているものと考察する。高基質濃度においては、TF-1

の競合的阻害作用よりもアロステリック効果による取り込み速度増加の寄与の方が

大きくなるため、取り込み量が増加すると予想されるが、メカニズムの解明にはさら

なる検討が必要である。 

低基質濃度領域において、TF-1 が OATP2B1 に対して競合的に作用することが示唆

されたため、続いて TF-1 が OATP2B1 の基質となるか否かの検討を行った。時間依

存性の検討では、OATP2B1 発現細胞における TF-1 の取り込み量は、Mock に比べ

高い値を示し、その取り込み量は時間依存的に増加した。さらに、温度依存性に関す

る検討において、4oC における TF-1 の取り込み量は 37oC と比較して有意に低い値を

示したこと、および OATP2B1 阻害剤同時添加の検討において、今回使用した全ての

OATP2B1 阻害剤存在下において TF-1 の取り込みは有意に阻害されたことより、TF-1

は OATP2B1 の基質となることが明らかとなった。続いて、OATP2B1 による TF-1 取

り込みの速度論的パラメーターを算出するため、濃度依存性の検討を行ったところ、

Kmは 5.124 ± 0.6698 µM となった。これより、TF-1 は OATP2B1 の良好な基質である

ことが明らかとなった 16) 。TF-1 は近年、抗酸化作用 17) 、血糖降下作用 18) 、抗炎

症作用 19) 、抗ウイルス作用 20) などの健康効果を有することが報告されており、そ

の薬理効果について盛んに研究がなされているが、体内動態については未だほとんど

明らかになっていないのが現状である。今回明らかになった知見は、今後 TF-1 を健

康食品成分として利用していく際に有用であると考える。 

続いて、TF-1 は紅茶葉に含まれるポリフェノール類であることから、紅茶抽出物

が OATP2B1 の基質輸送に与える影響の検討を行った。紅茶は世界中で広く摂取され
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ている飲料であり、チャノキを原料とする生産物の中では紅茶が最も割合の高い生産

量を誇っており、その割合は全体のおよそ 75%を占めている 21) 。よって、紅茶抽出

物の薬物輸送に与える影響を明らかにすることは、食物-薬物間相互作用に関する知

見を集積するうえで非常に重要である。また、紅茶抽出物中には TF-1 の他、TF-2A, 

TF-2B TF-3などの theaflavin類が含まれる事から、これら theaflavin類についても TF-1

同様の検討を行った。始めに、5 nM E3S に対する阻害効果を評価した所、いずれの

theaflavin 類及び 10%紅茶抽出物も、OATP2B1 による E3S 取り込みを強く阻害するこ

とが明らかとなった。続いて、阻害剤存在下・非存在下における E3S 取り込みの濃

度依存性から速度論解析を行ったところ、いずれの theaflavin 類及び 10%紅茶抽出物

も、TF-1 同様、低基質濃度領域における取り込み阻害効果、及び高基質濃度領域に

おける促進効果を有することが明らかとなった。また、速度論的パラメーターを算出

したところ、阻害剤存在下において、Km及び Vmaxは増加した。 

Theaflavin 類取り込みの時間依存性の検討では、その取り込みは OATP2B1 発現細

胞において Mock と有意な差は見られなかったことから TF-2A, TF-2B, TF-3 はいずれ

も OATP2B1 の基質とはならずに阻害剤としてのみ働くことが明らかとなった。これ

ら化合物が OATP2B1 によって輸送されないことは、TF-2A, TF-2B, TF-3 の分子量が

それぞれ 716.6, 716.6, 868.7 と、TF-1 の分子量 (564.5) よりも大きいことによる、立

体障害が原因であると考えられる。 
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第五節 まとめ 

 本章では、OATP2B1 発現 HEK293 細胞を用いて OATP2B1 の典型的基質である E3S

輸送に影響を与えるポリフェノール類の探索を目的とし、種々の検討を行った。 

 その結果、naringenin, genistein, daidzein, kaempferol, cyanidin, quercetin, curcumin, 

apigenin hesperidin, luteolin, TF-1 は OATP2B1 を介した E3S 取り込みを阻害し、特に

TF-1 は強い阻害作用を示すことが明らかとなった。また、TF-1 は OATP2B1 の基質

となり、その基質輸送を競合的に阻害することが明らかとなった。 

 紅茶葉に含まれる他の theaflavin 類である TF-2A, TF-2B, TF-3 もまた、OATP2B1 阻

害作用を有するものの、その基質とはならないことが示された。また、10%紅茶抽出

物は OATP2B1 による E3S 輸送を強く阻害することが明らかとなった。 

 これらの知見を、臨床上の OATP2B1 を介した食物-薬物間相互作用の解明に活かす

ために、臨床上で用いられる薬物との相互作用及び in vivo での検討が必要となる。

よって以降の章では紅茶抽出物に着目し、これら検討を行っていくこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

第二章 Theaflavin 類及び紅茶抽出物が rosuvastatin の輸送に与える影響の検討 

 

第一節 緒言 

 第一章より、Theaflavin 類及び紅茶抽出物が OATP2B1 典型的基質である E3S の輸

送を阻害する作用を有することが明らかとなった。OATP2B1 は幅広い基質認識性を

有する輸送担体であり、E3S をはじめとするホルモンのみならず、現在臨床現場にお

いて広く用いられている薬物の輸送も担っており、その吸収に大きく寄与している。

OATP2B1 の基質となる薬物としては、fluvastatin, rosuvastatin, aliskiren, glyburide, 

fexofenadine などが挙げられる。これまでに、オレンジジュース及びアップルジュー

スが in vitro において OATP2B1 による fexofenadine 輸送を阻害する事、及びアップル

ジュースによる OATP2B1 阻害作用は持続的であることが報告されており 22) 、食物-

薬物間相互作用を考える上で、薬物の吸収過程における OATP2B1 を介した相互作用

を考慮することは重要であるということが言える。 

本研究では HMG-CoA 還元酵素阻害剤である rosuvastatin に着目し、その OATP2B1

を介した紅茶抽出物との相互作用を評価していくこととした。Rosuvastatin は現在、

臨床現場において頻繁に用いられている HMG-CoA 還元酵素阻害剤であり、LDL-コ

レステロール値およびクレアチニンクリアランスを参照しながら投与設計を行う薬

物である。薬物が適切な血中濃度から外れると、低濃度領域においては治療効果の減

弱、高濃度領域においては横紋筋融解症といった重篤な副作用を引き起こす原因とな

るため、他薬物及び食物との相互作用も加味しつつ、適切な血中濃度を維持できるよ

う努める必要がある。 

 よって、本章では OATP2B1 強制発現細胞及びヒト小腸モデル細胞を用い、in vitro
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において紅茶抽出物が rosuvastatin の輸送及び透過に与える影響を明らかにするべく

検討を行った。 
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第二節 実験方法 

 第一項 実験材料 

i) 使用細胞 

取り込み実験にはヒト胎児腎細胞由来HEK293細胞を使用した。 

透過実験にはAmerican Type Culture Collection (Rockville, MD) より購入したヒ

ト結腸癌由来Caco-2細胞を使用した。Caco-2細胞は非働化した 10% FBS, 1% 

penicillin-streptomycin (Sigma), 1% nonessential amino acid (Gibco, Grand Island, NY) 

を添加したDMEMを培養液とし、37oC, 5% CO2-95% airインキュベーター内で培養

した。細胞は75 cm2フラスコ (Corning), もしくは、60.1 cm2ディッシュ (TPP) で

培養し、培養液の交換は2-3日おきに行った。継代は細胞をPBS (137 mM NaCl, 2.68 

mM KCl, 8.1 mM Na2HPO4, 1.47 mM KH2PO4) で洗浄後、EDTA 溶液 (0.25% trypsin, 

0.02% EDTA, 137 mM NaCl, 2.68 mM KCl, 8.1 mM Na2HPO4, 1.47 mM KH2PO4) によ

り遊離させて行った。 

 

ii) 使用薬物及び試薬 

Rosuvastatin は wako より購入し、その他の試薬は Sigma-Aldrich や Wako, nacalai 

tesque等の特級または生化学用のものを使用した。また、rosuvastatinは水に溶解し、

1 mM 溶液を stock solution として、-30oC で保存した。 
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第二項 取り込み実験 

取り込み実験は第一章、第二節、第二項で述べた方法に準じて行った。取り込みを

終了した細胞に水 500 µL を加えて懸濁した。この細胞懸濁液を 400 µL とり、1,000 µL

の ethyl acetateを加えて 10 secボルテックスした。20,000 g, 4oC, 15 minで遠心分離し、

得られた上層を別のエッペンドルフチューブに移した。得られた有機層 (1,000 µL) 

の溶媒を留去した。残渣を UPLC の starting eluent (100 µL) に再溶解してサンプルと

し、10 µL をインジェクションした。また、タンパク質の定量は BSA を標準タンパ

ク質とし、Pierce® BCA Protein Assay Kit (Pierce Biotechnology) を用いて行った。 

 

第三項 透過実験 

12 穴 Transwell™ (corning) に 5×104 cells/well で細胞を播種した。21-28 日間培養

し、モノレイヤーの抵抗値 (TEER) を Millicell ERS volt/ohmmeter (Millipore) によ

り測定し、その値が 300 Ω cm2を超えた物のみ検討に使用した。培養液を除去し、

pH 6.0 の HBSS を apical 側に、pH 7.4 の HBSS を basolateral 側に、それぞれ 500 µL

または 1,500 µL 添加し、37°C で 10 min プレインキュベートした。HBSS を除去し

た後、donor側より 500 µLまたは 1,500 µLの rosuvastatin溶液を紅茶抽出物存在下、

非存在下で添加し、37°C でインキュベートした。透過終了後、acceptor 側の溶液を

4 µL 取り、HBSS を加えて 400 µL とした溶液に 1,000 µL の ethyl acetate を加え、10 

sec ボルテックスした。20,000g, 4oC, 15 min で遠心分離し、得られた上層を別のエ

ッペンドルフチューブに移した。得られた有機層 (1,000 µL) の溶媒を留去した。

残渣を UPLC の starting eluent (100 µL) に再溶解してサンプルとし、10 µL をインジ

ェクションした。 



33 

 

第四項 Rosuvastatin 定量法 

i) 標準溶液調製法 

検量線標準溶液用の rosuvastatin は、メタノールに溶解し、1 mM 溶液を stock 

solution として、-80oC で保存した。検量線溶液は、stock solution をメタノールで 10, 

20, 100, 200, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 倍に希釈し、さらにブランク溶液に 100 倍

希釈で添加する事により調製した。 

ii) マススペクトロメトリーおよびクロマトグラフィー 

  UPLC に ACQUITY UPLC® H-Class System (Waters) を用いた。 

  分析カラムに CAPCELL CORE (2.1 mm i.d. 150 mm, 2.7 µm, Shiseido) を用い、温

度は 40oC とした。移動相は water, acetonitrile, acetic acid の混液によるグラジエント

溶出を行い、流速は 0.2 mL/min とした (Table 6)。 

 

Column 
ACQUITY UPLC BEH C18 Column (1.7 µm, 

100×2.1 mm) 

Column temperature 40oC 

Flow rate 0.2 mL/min 

Mobile phase 
A : acetonitrile 

B : 5 mM ammonium acetate with 0.1% formic acid 

Total run time 6.0 min 

Injection volume 10 μL 

Gradient rate %B 

0-1 min:70% 

1-1.5 min: 70%→10% 

1.5-2.5 min: 10% 

2.5-3.5 min: 10%→70% 

3.5-6.0 min: 70% 

Table 6 UPLC condition for the separation of rosuvastatin 
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  質量分析計にはトリプル四重極型質量分析計である Xevo™ TQ–S (Waters) を用

い、正イオン検出モードにて測定を行った。rosuvastatin のプレカーサーイオンに

m/z 482 を選択し、m/z 258 をモニタリングイオンに用いた。また、Capillary voltage

を 4.00 (kV), Colision energy を 32 (V), Desolvation temperature を 250 (oC) とした。デ

ータは Analyst software (version 4.1)を用いて解析した。 

 

 第五項 統計処理 

非線形回帰分析は Sigmaplot® (version 12.5) を用いて行った。 

速度論的パラメーターは、全て以下の式を用いて算出した。 

V=Vmax× S/(Km+S):V は取り込み速度、Vmaxは最大取り込み速度, S は基質濃度、Km

はミカエリス定数を表す。 

膜透過係数 (Papp) は、全て以下の式を用いて算出した。 

Papp = dQ/dt × 1/(A × C0):dQ/dtは薬物の透過速度、Aは細胞表面積、C0はApical 側

の薬物初濃度を表す。 

有意差の検定は、JMP® Pro (version 12.0.1) を用い、Student’s t-test または ANOVA

に続く Dunnett’s test によって行った。 

 

 

 

 

 

 



35 

 

第三節 実験結果 

 第一項 Theaflavin 類及び紅茶抽出物による rosuvastatin 輸送阻害 

i) Rosuvastatin の取り込みに与える影響 

 第一章において、theaflavin 類及び紅茶抽出物が OATP2B1 典型的基質である E3S

の輸送に影響を与えることが明らかとなった。そこで、これら成分が臨床において

与える影響を明らかにするべく、実際に臨床現場で使用されている OATP2B1 基質

薬物である rosuvastatin の輸送に与える影響を評価していくこととした。 

 まず、rosuvastatin 輸送に対する阻害効果を評価するべく、OATP2B1 強制発現

HEK293 細胞を用い、 10 µM theaflavin 類及び 10%紅茶抽出物を 0.5 µM rosuvastatin 

と同時添加した。その結果、いずれの theaflavin 類及び紅茶抽出物もその輸送を阻

害する効果を有することが明らかとなった (Fig. 15) 。また、いずれもその阻害強

度は基質を E3S とした場合同様の傾向を示しており、10%紅茶抽出物は OATP2B1

による rosuvastatin 輸送を強く阻害することが示された。 
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ii) 阻害様式の検討 

各 theaflavin類及び紅茶抽出物の阻害様式の検討を行った。取り込み時間 15 sec、

theaflavin 類濃度を 10 µM、紅茶抽出物濃度を 10%、rosuvastatin 濃度を 0.5-50 µM

とし、阻害剤存在下・非存在下における rosuvastatin 取り込みの濃度依存性から速

度論解析を行ったところ、その取り込みは Michaelis-Menten 型の飽和性を示した 

(Fig. 16)。Rosuvastatin が低濃度の時、theaflavin 類は rosuvastatin の取り込みを阻害

する一方で、rosuvastatin が高濃度の時は、その取り込みを促進することが明らかと

なった。また、得られた結果から速度論的パラメーターを算出したところ、阻害剤

存在下において、Km及び Vmaxは増加した (Table 7)。 

Fig. 15 Effect of TFs and Black tea extracts on uptake of rosuvastatin.  

HEK293 cells were exposed to 0.5 µM rosuvastatin in the absence or presence of 10 µM 

TFs, or 10% black tea extracts, at pH 7.4 for 15 sec. The specific uptake of rosuvastatin by 

OATP2B1 was estimated by subtracting its uptake by mock cells from that by 

OATP2B1-expressing HEK293 cells. Each column represents the mean ± S.D. of 3 

independent experiments. ***; P<0.001 vs. control 
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C                D 

E 

A                B 

〇TF-2B (-) 
●TF-2B (+) 

〇TF-3 (-) 
●TF-3 (+) 

Fig. 16 Concentration-dependent uptake of Rosuvastatin by OATP2B1 in the 

absence or presence of (A) TF-1, (B) TF-2A, (C) TF-2B, (D) TF-3 and (E) Black tea 

extract. 

HEK293 cells were exposed to 0.5-50 µM Rosuvastatin with 10 µM (10%) inhibitors at pH 

7.4 for 15 sec. Each point represents the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments. 

〇TF-1 (-) 
●TF-1 (+) 

〇TF-2A (-) 
●TF-2A (+) 

〇Black tea (-) 
●Black tea (+) 
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第二項 OATP2B1 に対する阻害の持続性 

10%紅茶抽出物は OATP2B1を介した rosuvastatin の輸送を強く阻害する事が示さ

れた。そこで、紅茶抽出物に着目し、その阻害効果の持続性に関する検討を行った。

まず、10%紅茶抽出物で 0-90 min preincubate し、細胞を 2 回 wash した後に 0.5 µM 

rosuvastatinを添加し、取り込み時間を15 secとしてその取り込み量の測定を行った。

その結果、紅茶抽出物添加群の rosuvastatin 取り込み量は control と比較して全ての

時間において有意に低い値を示した。このことより、紅茶抽出物の preincubation に

よる rosuvastatin の輸送阻害効果は 1 min からすでに発現しており、15 min 以降はそ

の効果はほぼ変わらないことが明らかとなった (Fig. 17) 。 

 

 

 

 

 Km (µM) Vmax (pmol/mg protein/min) 

Control 4.83 ± 0.93 12.88 ± 0.69  

TF-1 15.63 ± 1.66 16.31 ± 0.71 

TF-2A 19.17 ± 2.12 18.05 ± 0.88 

TF-2B 18.00 ± 1.69 20.82 ± 0.84  

TF-3 17.50 ± 2.64 18.39 ± 1.18 

Black tea 81.81 ± 36.87 41.06 ± 12.68 

Each value represents the mean ± S.E.M. of 3 independent experiments. 

Table 7 Kinetic parameters of rosuvastatin uptake with absence or presence 

inhibitors. 
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続いて、前述の検討より preincubation time を 15 min に設定し、preincubation 後細

胞を 2回washし、紅茶抽出物の入っていない bufferを添加して 0- 500 min incubation

した。その後、取り込み時間を 15 sec として 0.5 µM rosuvastatin の取り込み量を測

定した所、紅茶抽出物添加群の rosuvastatin 取り込み量はコントロールと比較して

全ての時間において有意に低い値を示した (Fig. 18) 。以上より、紅茶抽出物によ

る OATP2B1 を介した rosuvastatin 輸送の阻害効果は 15 min の preincubation で発現

し、少なくとも 500 min 持続することが明らかとなった。 

 

Fig. 17 Time-dependence of effect of preincubation with black tea extract on 

rosuvastatin uptake by OATP2B1. 

After preincubation with 10% black tea extract for 0–90 minutes, OATP2B1-mediated 

uptake of rosuvastatin (0.5 µM) was measured for 15 sec at pH 7.4. Each point represents 

the mean ± S.D. of 3 independent experiments. **; P<0.05 vs. control, ***; P<0.001 vs. 

control. 

〇Black tea (-) 
●Black tea (+) 
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第三項 小腸モデル細胞を用いた透過実験 

ヒト小腸モデル細胞である Caco-2細胞を用いて紅茶抽出物の rosuvastatin 輸送阻

害効果を評価した。低用量投与時の腸管内 rosuvastatin 濃度を 5 µM、高用量投与時

を 50 µM とし、2 種類の基質濃度で transwell を用いた透過実験を行った (Fig. 19)。

その結果、低用量において、紅茶抽出物は apical to basal (A to B), basal to apical (B to 

A) いずれの透過も阻害し、また高用量においては、A to B の透過を促進した。 

 

 

Fig. 18 Long-lasting inhibitory effect of black tea extract on rosuvastatin uptake by 

OATP2B1. 

After preincubation with 10% black tea extract for 15 minutes, the cells were incubated for 

0–500 min in HBSS buffer without black tea extract, and then OATP2B1-mediated uptake 

of rosuvastatin (0.5 µM) was measured for 15 sec at pH 7.4. Each point represents the 

mean ± S.D. of 3 independent experiments. **; P<0.05 vs. control, ***; P<0.001 vs. 

control. 

〇Black tea (-) 
●Black tea (+) 
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Fig. 19 Effect of black tea extract on the transepithelial transport of rosuvastatin by 

Caco-2 cells. 

Caco-2 cell monolayers were preincubated with HBSS buffer at pH 6.0 (apical) and pH 7.4 

(basal) for 10 min. After pretreatment, Caco-2 cell monolayers were exposed to 

rosuvastatin (5 µM or 50 µM) in the absence or presence of 10% black tea extracts at for 

30 min. Each column represents the mean ± S.D. of three independent experiments. *; 

P<0.05 vs. control, **; P<0.01 vs. control. 
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第四節 考察 

 本章では紅茶抽出物及び theaflavin 類が臨床現場で頻繁に用いられる OATP2B1 基

質薬物である rosuvastatin の輸送に与える影響の検討を行った。 

Rosuvastatin は代表的な HMG-CoA 還元酵素阻害剤であり、肝臓のコレステロール

生合成を阻害して血中 LDL コレステロールを低下させる効果を有する。このことか

ら、脂質異常症の治療に使用されるほか、狭心症や心筋梗塞に代表される動脈硬化性

心血管疾患の予防にも利用される薬剤である 23) 。特に予防的投与では、薬物の長期

的な投与が不可欠であるが、その際には筋障害や肝障害などの重篤な副作用を防ぐた

め、適切な血中薬物濃度を維持する必要がある。また、スタチンのみでコントロール

不能の脂質異常症患者には、必要に応じ小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

や、ヒトプロタンパク質転換酵素サブチリシン/ケキシン 9 型 (PCSK9) 阻害抗体薬と

いった他の脂質異常症治療薬との併用が推奨されるが、食物-薬物間相互作用等によ

ってスタチンの血中濃度が低下し十分な効果が得られない場合、これら薬物の本来不

要な多剤併用を招いてしまう可能性がある。よって、有害事象の発現、多剤併用予防

の両方の側面から、薬物の血中濃度を正しく維持することは適切なスタチン治療の施

行のために重要である。 

 第一項において、rosuvastatin 輸送に対する阻害効果の検討を行ったところ、いずれ

の theaflavin 類及び紅茶抽出物もその輸送を阻害する効果を有することが明らかとな

った。続いて、阻害剤存在下・非存在下における rosuvastatin 取り込みの濃度依存性

から速度論解析を行ったところ、阻害剤存在下において、Km及び Vmaxは増加した。

このことから、theaflavin 類及び紅茶抽出物は rosuvastatin に対しても、E3S 同様の阻

害作用及び取り込み速度促進作用を有することが明らかとなった。紅茶抽出物同時添
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加時における rosuvastatin の濃度別の取り込み量に注目すると、0.5-20 µM の低濃度側

では control の取り込み量が紅茶抽出物添加時に比べて低い値を示しているのに対し

て、50 µM の高濃度側では紅茶抽出物添加時においてより高い取り込み量の値を示し

ている。このことから、rosuvastatin の濃度によって紅茶抽出物が与える影響は変化す

ると考えられる。Rosuvastatin は、臨床現場において 2.5 mg-20 mg の投与量で使用さ

れる事が多い 24) が、これを食後の腸管水分量を 300 mL に設定し 25) 、200 mL の紅

茶抽出物で服用したと仮定して概算すると、腸管内において rosuvastatinはおよそ5-50 

µM で存在するものと予想される。予防投与時の様な低用量の服用では、腸管内の

rosuvastatin 濃度は低くなるため、紅茶抽出物によって吸収が阻害される一方で、家族

性高コレステロール血症患者などの重症患者に投与する様な高用量の服用では、腸管

内の rosuvastatin 濃度は高くなるため、紅茶抽出物によって吸収が促進される可能性

が示された。 

続いて、紅茶抽出物の preincubation による、阻害効果の持続性に関する検討を行っ

た。阻害効果の持続性は、同時服用を避けるべきか、薬物の服用期間中継続して食物

の摂取を避けるべきかの判断に関わるため、どの程度持続性を有するかを検討するこ

とは、臨床上重要である。これまでに、in vitro においてアップルジュースが OATP2B1

による E3S 輸送を持続的に阻害する事が報告されており 22) 、アップルジュースに含

まれるポリフェノールが作用しているものと考察されていることから、紅茶抽出物に

ついても持続的阻害作用を有する可能性があると考え、検討を行った。紅茶抽出物で

OATP2B1 発現細胞を preincubate し、完全に wash した後に rosuvastatin を添加してそ

の取り込み量を測定したところ、1 min からすでに発現しており、15 min 以降はその

効果はほぼ変わらないことが明らかとなった。また、紅茶抽出物で preincubation した
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後に、紅茶抽出物の入っていない HBSS buffer で incubation し、その後 rosuvastatin の

取り込み量を測定した所、紅茶抽出物添加群の rosuvastatin 取り込み量は 500 min ま

での全ての時間において阻害された。以上より、紅茶抽出物による OATP2B1 の

rosuvastatin 輸送の阻害効果は 15 min の preincubation で発現し、少なくとも 500 min

持続することが明らかとなった。この知見を臨床に適用するためには、より長い時間

での検討が必要であると考えられるが、in vitro での検討は細胞生存率の問題から長

期化させることが難しく、さらなる持続時間に関する知見を得るために、in vivo にお

ける検討が必要であると考えられる。 

 前述した検討より、低用量投与時または高用量投与時において、紅茶抽出物の同時

添加は異なる影響を示したため、続く Caco-2 細胞の透過実験では、5 µM と 50 µM の

2 つの濃度で検討を行った。その結果、5 µM 添加時において、紅茶抽出物は A to B, B 

to A いずれの透過も阻害した。A to B の透過阻害は、紅茶抽出物の OATP2B1 阻害作

用によるものであると考えられる。また、B to A の透過阻害は、紅茶抽出物が basal

側に発現していると考えられている OATP ファミリーである OATP2B1, 3A1, 4A1 な

どを阻害しているためと考察する。紅茶抽出物による阻害強度はおよそ 60％程度と、

A to B と B to A の間で差はなかったが、rosuvastatin の透過量そのものは A to B の方

が B to A と比較して多いため、阻害の影響の寄与は A to B の方が大きいものと考え

られる。よって、包括的にみると rosuvastatin の透過は、A to B 方向に対して阻害が

かかるということが示された。また、50 µM 添加時においては、紅茶抽出物は A to B

の透過を促進し、B to A の透過を変化させなかった。前述したように、50 µM 

rosuvastatin 添加時、紅茶抽出物はその輸送を促進することに加え、当研究室ではこれ

までに theaflavin類 (1 µM TF-1, TF-2A, TF-2B, TF-3) が rosuvastatin排泄に関わる小腸
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発現トランスポーターである BCRP の基質輸送を阻害する事を明らかにしている 

(Data not shown) 。BCRP は Caco-2 細胞にも発現していることから、A to B 透過の促

進は、OATP2B1 のみならず、複合的にトランスポーターが関与している可能性が考

えられる。 
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第五節 まとめ 

 本章では、theaflavin 類及び紅茶抽出物に注目し、これらが OATP2B1 基質薬物であ

る rosuvasattin の輸送に与える影響を評価した。 

OATP2B1 強制発現細胞を用いた検討の結果、theaflavin 類及び紅茶抽出物は、

OATP2B1による rosuvastatinの輸送を E3Sの輸送同様に阻害することが明らかとなっ

た。また、preincubation 実験により、紅茶抽出物による OTP2B1 を介した rosuvastatin

輸送阻害効果は持続的であり、in vitro においては少なくとも 500 分持続することが

明らかとなった。 

 さらに、Caco-2 細胞を用いた透過実験により、紅茶抽出物の併用は低用量

rosuvastatin の透過を阻害し、高用量 rosuvastatin の透過を促進することが明らかとな

った。 

 以上より、in vitro において紅茶抽出物は低用量 rosuvastatin の透過を阻害し、高用

量 rosuvastatin の透過を促進することが示された。この食物-薬物間相互作用が実際に

臨床上でも起こり得るかどうかを確認するため、以降は in vivo での検討を行ってい

くこととした。 
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第三章 In vivo における食物-薬物間相互作用の検討 

 

第一節 緒言 

 第二章より、紅茶抽出物は in vitro において rosuvastatin の輸送に影響を与え、かつ

その効果は持続的であることが明らかとなった。このことより、in vitro で見られた

紅茶抽出物の rosuvastatin 取り込みに対する影響が in vivo でも観測されるか検討を行

っていくこととした。これまでにアップルジュースやオレンジジュースの併用が

OATP2B1 基質薬物である fexofenadine26) や aliskilen27) の血中濃度を減少させること

が報告されており、食物-薬物間相互作用を考える上で in vivo での併用実験は必須で

あると言える。 

 紅茶は世界中で広く飲まれている飲料であり、その消費量は飲料の中で水に次いで

第二位を占めていることが知られている。日常生活において紅茶抽出物を摂取する機

会は非常に多く、薬物との相互作用を考慮することが重要である。また、近年では紅

茶に含まれる成分の薬理効果に関する研究も盛んに行われており、抗酸化作用、血糖

降下作用、抗炎症作用 、抗ウイルス作用などの健康効果を有することが報告されて

いる。このような健康効果から、高濃度で紅茶成分が配合されているサプリメントの

利用も広まってきており、腸管内が高濃度の紅茶成分に曝露される機会も増加してき

ているのが現状である。 

 以上より、本章では in vivo において紅茶抽出物が rosuvastatin の体内動態に与える

影響を明らかにするべく、Wistar 雄性ラットを用いて検討を行っていくこととした。 
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第二節 実験方法 

 第一項 実験材料 

i) 使用動物 

Wistar 雄性ラットはホクドーより購入した。全てのラットは 23 ± 2 °C の室温、

12時間ごとの点灯/消灯、自由飲水及び摂食環境下で飼育し、7週齢の時点で 200-250 

g の体重に達した個体を検討に用いた。本検討における全ての動物実験は国立大学

法人北海道大学 動物実験に関する規定に則り実施した。 

ii) 使用薬物及び試薬 

Rosuvastatin は wako より購入し、その他の試薬は Sigma-Aldrich や Wako, nacalai 

tesque 等の特級または生化学用のものを使用した。また、rosuvastatin は実験直前に

新鮮水道水に溶解することにより用時調製した。 

 

第二項 実験デザイン 

0.2, 0.02 mg/mLの rosuvastatin水溶液を 0.3, 0.03 mg/kgでゾンデを用いて経口投与

した。また、紅茶抽出物あるいは新鮮水道水を 1.67 mL/kg で同時投与した。 

血液サンプルは sevoflurane 及び 50 mg/kg pentobarbital 麻酔下で経口投与後 0.5, 1, 

2, 4, 6, 8 h 後に頸静脈より約 450 µL ずつ採取した。 

 

第三項 Rosuvastatin 定量法 

採取した血液を 2,000g, 4oC, 20 min で遠心分離し、得られた血漿成分 200 µL を別

の遠心チューブに移した。500 µL の ethyl acetate を加えて 60 secボルテックスした後、

20,000g, 4oC, 15 min で遠心分離し、得られた上層を別のエッペンドルフチューブに移
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した。この操作を 2 回繰り返し、得られた有機層 (1000 µL) の溶媒を留去した。残渣

を UPLC の starting eluent (30 µL) に再溶解してサンプルとし、10 µL をインジェクシ

ョンした。マススペクトロメトリーおよびクロマトグラフィーは第二章、第二節、第

四項で述べた条件に則って測定を行った。 

 

 第四項 統計処理 

Rosuvastatin の血中濃度-時間曲線下面積 (AUC) は台形法にて算出した。 

有意差の検定は、JMP® Pro (version 12.0.1) を用い、Student’s t-test によって行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

第三節 実験結果 

 第一項 紅茶抽出物が rosuvastatin のラット体内動態に与える影響 

Wistar 雄性ラットを用い、紅茶抽出物が rosuvastatin の吸収に与える影響を評価

した。7 週齢 Wistar 雄性ラットに rosuvastatin を 0.03 mg/kg で経口投与後、0.5, 1, 2, 

4, 6, 8 h において麻酔下で頸静脈採血し、血漿中 rosuvastatin 濃度を測定した (Fig. 

20) 。0.03 mg/kg rosuvastatin 投与時、いずれの時間においても rosuvastatin の血中濃

度は紅茶併用群において control に対して有意に低い値を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20  Mean plasma concentration-time curve of rosuvastatin in Wistar rats after 

oral administration.  

Rosuvastatin solution (0.03 mg/kg, 0.02 mg/mL in water) was orally administered in the 

absence or presence of black tea extract (1.67 mL/kg). Data are shown as the mean ± S.D. 

(n=8). *: significantly different from the control (p < 0.05), **: significantly different from 

the control (p < 0.01), ***: significantly different from the control (p < 0.001). 
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 さらに、得られた結果から rosuvastatin の体内動態パラメーターを算出した 

(Table 8) 。Control 群と紅茶投与群間の Tmaxに差は見られなかった一方で、AUC0-8

及び Cmaxは紅茶抽出物併用により有意に減少した。 

 

 

 

 

 

 以上の結果より、0.03 mg/kg rosuvastatin 投与時、紅茶抽出物の併用は rosuvastatin

の血中濃度を減少させ、薬効を減弱させる可能性が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 AUC
0–8

 (ng・h/mL) C
max

 (ng/mL) T
max

 (h) 

Control 0.89 ± 0.28 0.17 ± 0.05 0.68 ± 0.26 

with Black tea 0.56 ± 0.07
**

 0.09 ±0.02
***

 0.75 ± 0.27 

AUC0–8 area under plasma concentration-time curve from 0 h to 8 h, Cmax maximum 

plasma drug concentration, Tmax time to reach maximum plasma concentration. Data are 

shown as the mean ± S.D. (n=8). **: significantly different from the control (p < 0.01). 

***: significantly different from the control (p < 0.001). 

 

Table 8  Pharmacokinetic parameters of rosuvastatin (0.03 mg/kg) after oral 

administration in the absence or presence of black tea extracts in Wistar rats. 
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同様の条件で rosuvastatin 投与量を 0.3 mg/kg に設定して検討を行い、血漿中

rosuvastatin 濃度を測定した (Fig. 21) 。0.3 mg/kg rosuvastatin 投与時、いずれの時間

においても rosuvastatinの血中濃度は紅茶併用群において controlに対して高い値を

示す傾向が見られた。 

 

 

 

 

 

Fig. 21  Mean plasma concentration-time curve of rosuvastatin in Wistar rats after 

oral administration.  

Rosuvastatin solution (0.3 mg/kg, 0.2 mg/mL in water) was orally administered in the 

absence or presence of black tea extract (1.67 mL/kg). Data are shown as the mean ± S.D. 

(n=8). *: significantly different from the control (p < 0.05), **: significantly different from 

the control (p < 0.01). 
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さらに、得られた結果から rosuvastatin の体内動態パラメーターを算出した 

(Table 9) 。Control 群と紅茶投与群間の Tmaxに差は見られなかった一方で、

rosuvastatin の AUC0-8及び Cmaxは紅茶抽出物併用により有意に増加した。また、t1/2

は紅茶抽出物併用により有意に延長した。 

 

 

 

 

 以上の結果より、0.3 mg/kg rosuvastatin 投与時、紅茶抽出物の併用は rosuvastatin

の血中濃度を増加させ、薬効を増強させる可能性が示された。 

 

 

 

 

 

 AUC0–8 (ng・h/mL) Cmax (ng/mL) Tmax (h) t1/2 (h) 

Control 4.00 ±1.41* 0.94 ±0.28  1.56 ±0.88  5.26 ±3.82  

with Black tea 5.15 ± 1.29* 1.17 ± 0.27* 1.50 ±0.64  8.89 ±5.12*  

AUC0–8 area under plasma concentration-time curve from 0 h to 8 h, Cmax maximum 

plasma drug concentration, Tmax time to reach maximum plasma concentration. t1/2 

elimination half-life. Data are shown as the mean ± S.D. (n=8). *: significantly different 

from the control (p < 0.05). 

Table 9  Pharmacokinetic parameters of rosuvastatin (0.3 mg/kg) after oral 

administration in the absence or presence of black tea extracts in Wistar rats. 
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第四節 考察 

 これまでに、in vivo においてグレープフルーツジュース、アップルジュースが

OATP2B1 基質薬物である fexofenadine の吸収をエナンチオ選択的に阻害しているこ

と 25) 、グレープフルーツジュース、アップルジュース、オレンジジュースが OATP2B1

基質薬物である aliskilen の血中濃度を減少させること 27) 、緑茶抽出物が OATP1A2

基質薬物である nadolol の血中濃度を減少させること 28) などが報告されている。こ

のように、OATP の基質輸送に影響を与える飲料は多く存在し、そのどれもが飲料の

含有ポリフェノールによる効果ではないかと考察されている。そこで、本研究では in 

vivoにおいて紅茶抽出物が rosuvastatinの体内動態に与える影響を明らかにするべく、

Wistar 雄性ラットを用いた検討を行った 29) 。 

まず始めに 7 週齢 Wistar 雄性ラットを用い、rosuvastatin 投与量を 0.03 mg/kg に設

定し紅茶併用群と非併用群間での血漿中濃度を比較した。0.03 mg/kg rosuvastatin はラ

ットの腸管水分量を考慮すると、腸管内ではおよそ 5 µMの濃度になると予想される。

その結果、観測したいずれの時間においても rosuvastatin の血中濃度は紅茶併用群に

おいて control 群に対して有意に低い値を示した。さらに、得られた結果から体内動

態パラメーターを算出したところ、control 群と紅茶投与群間の Tmax に差は見られな

かった一方で、AUC0-8及び Cmax は紅茶抽出物併用により有意に減少した。このこと

から、紅茶抽出物の併用は、低用量 rosuvastatin の血中濃度を減少させることが明ら

かとなった。この結果は、in vitro における Caco-2 細胞を用いた透過実験の結果と対

応する。以上より、紅茶抽出物の併用は低用量 rosuvastatin の血中濃度を減少させる

ことにより、その薬効を減弱させる可能性が示された。 

また、高用量投与時を想定し、rosuvastatin 投与量を 0.3 mg/kg に設定して検討を行
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った。この時、腸管内の rosuvastatin 濃度はおよそ 50 µM になると予想される。その

結果、いずれの時間においても rosuvastatin の血中濃度は紅茶併用群において control

に対して高い値を示す傾向が見られた。さらに、得られた結果から体内動態パラメー

ターを算出したところ、control 群と紅茶投与群間の Tmax に差は見られなかった一方

で、rosuvastatin の AUC0-8及び Cmaxは紅茶抽出物併用により有意に増加した。この結

果は、in vitro における Caco-2 細胞を用いた透過実験の結果と対応し、OATP2B1 によ

る基質輸送の促進や、BCRP による排泄の阻害などが原因となっていると考えられる。

また、t1/2は紅茶抽出物併用により有意に延長した。Rosuvastatin は、そのほとんどが

未変化体のまま主に肝臓から消失することが知られており、肝臓には OATP2B1 の発

現が確認されていることから、紅茶抽出物により血中から肝臓への取り込みが阻害さ

れているために半減期が延長しているのではないかと考察している。Theaflavin 類の

吸収率及び肝臓における存在濃度は未だ明らかになっていないため、さらなる検討が

必要である。緑茶中に含まれる theaflavin 類の LDL コレステロール降下作用は、肝細

胞の LDL レセプターのアップレギュレーション効果によるものである可能性がある

という考察もなされており 30) 、theaflavin 類が吸収され、肝臓に到達し影響を与えて

いるのではないかと考える。以上より、紅茶抽出物の併用は低用量 rosuvastatin の血

中濃度を増加、及び消失を遅延させることにより、その薬効を増強させる可能性が示

された。 

 これまでの検討により、in vivo においても、紅茶抽出物の併用は rosuvastatin の動

態に影響を与えることが示された。これにより、日常生活において紅茶抽出物と

rosuvastatin の間で相互作用が起こる可能性が示された。 
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第五節 まとめ 

本章では Wistar 雄性ラットを用い、これらが OATP2B1 基質薬物である rosuvastatin

の輸送に与える影響を評価した。 

その結果、低用量 rosuvastatin 投与時、紅茶抽出物はその AUC0-8及び Cmaxを有意に

減少させること、及び高用量 rosuvastatin 投与時、紅茶抽出物はその AUC0-8及び Cmax

を有意に増加させ、かつ t1/2を有意に延長させることが明らかとなった。以上より、

in vivo において、紅茶抽出物の併用は rosuvastatin の動態に影響を与えることが示さ

れた。 
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総括 

 医療の発展に伴い、我が国では特に高い水準で高齢化が進んでおり、慢性の加齢性

疾患の患者数が増加している。それに伴い、社会保障費に占める医療費の割合は年々

増加しており、セルフメディケーションが推奨されている現状から、健康食品やサプ

リメントを使用する国民が多く存在する。健康食品やサプリメントはポリフェノール

類を代表とした健康成分が高濃度で含有されている商品が多く存在するにも関わら

ず、その成分の食物-薬物間相互作用に関する知見は未だ少ないのが現状である。 

 本研究では、消化管トランスポーターとして OATP2B1 に着目し、その基質輸送に

影響を与えるポリフェノール類の探索を行った。 

 第一章では、OATP2B1 強制発現細胞を用い、日常生活において摂取する機会の多

いまたは高濃度で摂取する可能性のあるポリフェノール類をピックアップし、

OATP2B1 の典型的基質である E3S の輸送に与える影響を評価した。その結果、紅茶

葉に含まれるポリフェノール類である TF-1 が特に強い OATP2B1 阻害効果を示した。

このことから、他の theaflavin 類にも注目し、その阻害様式に関する検討を行ったと

ころ、TF-1 は OATP2B1 の基質となり競合的に他の基質輸送を阻害すること、および

TF-2A, TF-2B, TF-3 は OATP2B1 の基質とはならずにその基質輸送を阻害することが

明らかとなった。また、紅茶抽出物に関しても、その基質輸送への影響を評価した結

果、10%の紅茶抽出物は OATP2B1 による E3S の輸送を強く阻害することが明らかと

なった。以上より、紅茶抽出物とそれに含まれるポリフェノール類は食物-薬物間相

互作用を引き起こす可能性が示された。 

 第二章では、実際に臨床現場で用いられている OATP2B1 基質薬物である

rosuvastatin を用い、theaflavin 類及び紅茶抽出物がその輸送に与える影響を in vitro レ
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ベルで評価した。その結果、いずれの化合物においても、E3S 同様に OATP2B1 によ

る rosuvastatin の輸送を阻害することが明らかとなった。さらに、紅茶抽出物に注目

し、その OATP2B1 に対する阻害効果の持続性を評価した結果、紅茶抽出物による阻

害効果は添加後 1 分からすでに発現しており、少なくとも 500 分間は持続することが

明らかとなった。このことより、紅茶抽出物による OATP2B1 の阻害効果は持続的で

あり、食物-薬物間相互作用を考える際には、同時摂取のみではなく薬物服用前の摂

取も避けるべきであるという可能性が示された。また、in vivo における検討の前段階

として、ヒト小腸モデル細胞である Caco-2 細胞を用いた透過実験を行った結果、紅

茶抽出物の併用は低濃度 rosuvastatin の透過を阻害し、高濃度 rosuvastatin の透過を促

進することが明らかとなった。以上より、紅茶抽出物は in vitro において rosuvastatin

の輸送に影響を与えることが明らかとなった。 

 第三章では、Wistar 雄性ラットを用い、in vivo において紅茶抽出物の併用が

rosuvastatin の体内動態に与える影響を評価した。その結果、低用量 rosuvastatin 投与

時、紅茶抽出物は rosuvastatin の AUC0-8及び Cmaxを有意に減少させたことから、その

吸収を阻害する作用があることが示唆された。また、高用量 rosuvastatin 投与時、紅

茶抽出物は rosuvastatinのAUC0-8及びCmaxを有意に増加させたことからその吸収を促

進する作用があることが示唆された。以上により、in vivo においても、紅茶抽出物の

併用は rosuvastatin の体内動態に影響を与えることが明らかとなった。 

本研究により、日常生活において摂取する機会の多い飲食物である紅茶抽出物と

rosuvastatin の間で相互作用が起こる可能性が示された。本知見は食物-薬物間相互作

用の観点から、OATP2B1 基質薬物の適正かつ安全な薬物療法を行うための一助とな

ることが期待される。 
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