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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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２.目的
近赤外蛍光乳酸センサーの開発
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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-1cm1,

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.

図 3. Directed evolution

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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