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     Advances in microscopy and fluorescent probe technology have revolutionized 
biological research by enabling the normally colorless world of the cell to be 
visualized in high resolution and with vivid colors. Such approaches have provided 
many ground-breaking insights, particularly in the area of neuroscience. However, 
efforts to visualize the most fundamental cellular property – how a cell metabolizes 
sugars to produce biological energy – has been hampered by a lack of suitable high-
performance optogenetic indicators. Growing evidence indicates that alterations of 
the metabolism of energy production are associated with neurodegenerative diseases 
and cancer. To better understand the relationship between cell metabolism and 
disease, it is prerequisite to develop a near-infrared (NIR) fluorescent indicator for 
visualization of metabolite dynamics in deep tissue. I herein describe progress 
toward the development of a genetically encoded NIR fluorescent indicator for 
lactate that is a central metabolite in controlling energy usage. 
 

１.背景 

 我々ヒトを含む多細胞生物は, 食物など外部から得られたエネ
ルギーを細胞間で伝達することで各細胞（筋細胞, 神経細胞 
etc.）の活動に必要なエネルギーを供給し, 細胞の集合体である
個体としての活動を維持している. これまで長い間, 細胞間で伝
達されるエネルギー物質はグルコースだとされてきた. しかし近
年, グルコースの単なる代謝副産物とされていた「乳酸」が真の
エネルギー伝達物質である, という考えが相次いで提唱された
（図１）. 1,2 乳酸による細胞間エネルギー伝達を実証するために
は生体深部の乳酸動態を直接観察することが必要である. しかし, 
既存の蛍光乳酸センサーは感度（乳酸依存的蛍光シグナル変化

~11%）が非常に小さい上に生体透過性の低い可視光を利用して
おり, 生体内で信頼できる乳酸観察ができなかった.3 そこで, 生体
透過性の高い近赤外（near infrared: NIR）光を利用した乳酸セン
サーを開発できれば, 上述の技術的問題点を克服できると考えた. 
申請者のグループはこれまでに, 近赤外蛍光カルシウムイオン
（Ca2+）センサーNIR-GECO1 を開発した（図２）.4 あとは乳酸
バージョンの近赤外蛍光センサーを開発できれば, 生体深部の乳
酸をリアルタイム観察することでグルコースが主役とする

metabolismの常識を覆す新説を実証できる状況であった. 

２.目的 

 近赤外蛍光乳酸センサーの開発 
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図 1. 乳酸による細胞間エネルギー伝達 
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図２. 近赤外蛍光 Ca2+センサーNIR-GECO1 
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３.方法 

 3-1. 新規近赤外蛍光タンパク質の同定 
 NIR-GECO1は図２に示す通り, Ca2+結合ドメインと近赤外蛍光タンパク質 mIFPからなる. 近赤外乳酸センサーを
開発するためには Ca2+結合ドメイン部分を乳酸結合ドメインに置換すればよい. しかしながら, NIR-GECO1は蛍光
強度が高くないため, より明るい近赤外蛍光乳酸センサーを開発するためには, 近赤外蛍光タンパク質を mIFPから
他の近赤外蛍光タンパク質に変更する必要がある. そこでまず, mIFP（λex/em 683/704 nm, モル吸光係数 ε 65,900 M-1cm-

1, 量子収率 QY 6.9%）の代わりに, 以下 2つの近赤外蛍光タンパク質が蛍光 Ca2+センサーとして利用可能かどうかを

検証する. 
a. iRFP682 (λex/em 663/682 nm, ε 90,000 M-1cm-1, QY 11.1%, 明るさ ε×QY mIFP比 2.2倍) 
b. miRFP (λex/em 674/703 nm, ε 92,400 M-1cm-1, QY 9.7%, 明るさ ε×QY mIFP比 2.0倍) 

 3-2. 乳酸結合ドメインの置換と directed evolution 
 3-1.でより明るい近赤外蛍光タンパク質を同定した
後, Ca2+結合ドメインを乳酸結合ドメインに置換する. 
単純に両ドメイン同士を置換したタンパク質（近赤外

蛍光乳酸センサープロトタイプ）は乳酸依存的な蛍光

強度変化（ΔF/F0）が小さいことが予想されるため, 
directed evolutionと呼ばれる手法を用いてより蛍光強度
変化の大きい乳酸センサーを開発する（図３）. 
ΔF/F0>5 を示すタンパク質を本研究の目的である最終
的な近赤外蛍光乳酸センサーとする. 培養細胞（HeLa
細胞株）に本センサー遺伝子を導入し, 細胞内乳酸動態
がモニターできるかどうかを検証する. 

４.結果 

 4-1. 新規近赤外蛍光タンパク質の同定 
 NIR-GECO1の蛍光タンパク質mIFPを他の近赤外蛍光タンパク質iRFP682及びmiRFPに置換したところ, 近赤外蛍光
は示したもののCa2+依存的な蛍光強度変化を示さなかった. 本結果はiRFP682及びmiRFPが蛍光センサーのシグナルド
メインとして利用することが困難であることを示唆している. 現在, 下記の近赤外蛍光タンパク質を使って同様の検証
を行っている.5 

c. emiRFP670 (λex/em 642/670 nm, ε 87,400 M-1cm-1, QY 14.0%, 明るさ ε×QY mIFP比 2.7倍) 
d. miRFP680 (λex/em 661/680 nm, ε 94,000 M-1cm-1, QY 14.5%, 明るさ ε×QY mIFP比 3.0倍) 
e. emiRFP703 (λex/em 674/703 nm, ε 90,900 M-1cm-1, QY 8.6%, 明るさ ε×QY mIFP比 1.7倍) 

５.結論と今後の展望 

 明るい近赤外蛍光乳酸センサーを開発するため, 蛍光シグナルドメインとして働く新規近赤外蛍光タンパク質を探索
したが, 現在までに同定することはできなかった. 今後は, さらに探索する蛍光タンパク質の種類を増やすことで, 蛍光
センサーのシグナルドメインとして利用可能な明るい近赤外蛍光タンパク質の同定を試みる. 
 タンパク質ベースの近赤外蛍光センサーはNIR-GECO1以外にほとんど例がなく, より明るい近赤外蛍光乳酸センサ
ーが開発できれば生体深部の非侵襲乳酸イメージングが可能となり, グルコースを中心としたmetabolismの教科書の常
識を書き換える端緒となることが期待される. 
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図 3. Directed evolution 
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