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蛍光プローブ 
検体内において標的物質を 

①選択的に②感度良く検出する蛍光分子 
   ex1.  Fura-2 (Ca2+ probe) 

ここここここここここここここここここ

ex2.  DCFH (ROS probe) 
ここここここここここここここここここ

波長が変化 

蛍光ON!! 無蛍光 

ex3.  DAF (NO probe) 
ここここここここここここここここここ

蛍光ON!! 無蛍光 

Molecular probes® 

Molecular probes® 



ここここここここここここここここここ

鉄イオン蛍光プローブ 
ここここここここここここここここここ

Calcein 

Molecular probes® 
PhenGreen-SK 

Molecular probes® 

消光型 

Blood, 2001, 97, 792 
FL-DFO (Fe(III) probe) 

ここここここここここここここここここ

Tetrahedron Lett. 2007, 48, 3709 
FDI (Fe(III) probe) 消光型 消光型 

発光型 

Fe(II)の発蛍光性蛍光プローブは 

これまでに無い!! 

（有機溶媒中でのみ機能） 



なぜ鉄(II)なのか？？ 

Tf: Transferrin 

TfR: Transferiin receptor 
FPN: Ferroportin 
DMT1: Divalent metal transporter 

Fenton反応（Fe(II)+H2O2→Fe(III)+•OH)による細胞損傷 

自由鉄としての鉄(II)の存在（細胞内の還元的環境） 

H+ 

endosome 

? 

? 

Fe3+ Fe2+ 

DMT1 

FPN 
reductase 

鉄イオンプール 

? 

TfR 

? 

Tf+Fe3+ 

Fe2+ 
? 

apo-Tf 



今回開発した鉄(II)蛍光プローブの特徴 
ここここここここここここここここここ ここここここここここここここここここ

Rhodamine B 
(強蛍光性） 

RhoNox-1 

ここここここここここここここここここ

Deoxygenation 

(非蛍光性） 

①合成が簡便：芳香族三級アミンをN-oxide化するのみ 
②発蛍光性：鉄(II)イオンと反応して蛍光強度が増大 
③高選択性：鉄(II)イオンのみに応答 
④拡張性：原理上、芳香族三級アミンを含むあらゆる蛍光

団に応用可能 



①合成 

RhoNox-1 Rhodamine B 
（市販品） 

市販品から一段階での合成 
芳香族アミンを有する色素に応用可能 

ここここここここここここここここここ



②蛍光応答性 
ここここここここここここここここここ

575 nm 

Fe(II) 

0 h 

1 h 30 fold 

2 µM RhoNox-1+ 20 µM FeSO4 λex = 540 nm 
50 mM HEPES (pH 7.4) 

ここここここここここここここここここ

蛍光増幅率：30倍 
検出限界：0.2 µM 
準定量性あり 

鉄(II)に対する発蛍光性応答 



ここここここここここここここここここ

③蛍光応答の選択性 

■–Fe(II) 
■+Fe(II) 

Fe(II)イオンのみに応答 
他種金属の共存下でも影響無し 高選択性 

20 µM 2 mM 



ここここここここここここここここここ

ここここここここここここここここここ
ここここここここここここここここここ

④拡張性 

520 

+Fe(II) 

–Fe(II) –Fe(II) –Fe(II) 

+Fe(II) +Fe(II) 

80 fold 50 fold 30 fold 575 570 

2 µM probe+ 20 µM FeSO4 λex = 500 nm or 550 nm, 50 mM HEPES (pH 7.4) 

他の蛍光分子でも同様の応答を示した 

FluNox-1 RhoNox-2 RhoNox-3 



イメージングへの応用（利用方法） 

HepG2 cells 

5 µM RhoNox-1 in HBS 

0 or 100 µM Fe(II) 

imaging 

30 min incubation 
wash (x3) 

1 h incubation 
wash (x1) 



イメージングへの応用① 
+Fe(II) –Fe(II) 

+Fe(II)+Bpy 

RhoNox-1 

細胞中の 
鉄(II)に応答 

Imaging experiment with HepG2 cells 

n = 3  
**p<0.001 

20 µm 

(λex = 488 nm,λem = 500-550 nm) 



RhoNox-1の細胞内挙動 

Golgiに局在化 
(Golgiにおける鉄(II)の検出) 

Golgi marker RhoNox-1 Merge 

20 µm 

RhoNox-1 



イメージングへの応用② 

+Fe(II) –Fe(II) 

+Fe(II)+Bpy 

Imaging experiment with MCF-7 cells 

n = 3 
**p<0.001 

20 µm 



+Fe(II) –Fe(II) 

+Fe(II)+Bpy 

イメージングへの応用③ 
Imaging experiment with HEK293 cells 

n = 3 
**p<0.001 

20 µm 



イメージングにおける検出限界 
0 µM 10 µM 20 µM 50 µM 100 µM 

HepG2 cells 

20 µm 

検出限界  
5-10 µM 



細胞内在性鉄(II)の検出 

control Bpy control Bpy 

n = 3 
**p<0.01 

n = 3 
**p<0.01 

HepG2 cells MCF-7 cells 

Bpy処理によりシグナル減少 
→内在性鉄(II)の検出 

20 µm 



RhoNox-3によるイメージング 
HepG2 cells 

1 µM probe in HBS 

0 or 100 µM Fe(II) 

imaging 

30 min incubation 
wash (x3) 

1 h incubation 
wash (x1) 

RhoNox-3 

better uptake 
better contrast 
than RhoNox-1 

+Fe(II) –Fe(II) 

+Fe(II)+Bpy 

(λex = 555 nm,λem = 560-650 nm) 

20 µm 

n = 3 
**p<0.01 



RhoNox-3の細胞内挙動 

Lysosome marker RhoNox-3 Merge 

RhoNox-3 

Lysosomeに局在化 
(Lysosome中の鉄(II)の検出) 
(RhoNox-1とは異なる局在) 

20 µm 



RhoNox-3による検出限界 
0 µM 

20 µm 

1 µM 5 µM 

20 µM 

n = 3 
**p<0.01 

検出限界  
1 µM以下 



RhoNox-1誘導体によるイメージング 
HepG2 cells 

5 µM probe in HBS 

0 or 100 µM Fe(II) 

imaging 

30 min incubation 
wash (x3) 

1 h incubation 
wash (x1) 

FluNox-1-Ac 

n = 3 
**p<0.001 

–Fe +Fe 

(λmax = 520 nm) 

(λex = 488 nm,λem = 500-550 nm) 

20 µm 



想定される用途 

鉄(II)イオンの検出 

１．水溶液中 

２．細胞中（生細胞、固定化細胞） 

３．組織染色（鉄(II)の蓄積） 
（現状では鉄の価数の区別は不可能） 

４．動物個体 



実用化に向けた課題 

１．高感度化（反応速度の問題） 

２．多波長化（青、緑、赤色光） 

３．細胞内局在の制御 

４．近赤外蛍光分子への展開 
 （動物個体、組織への応用を目指して） 



• 発明の名称 ：蛍光プローブ 
• 出願番号 ：特願2012-063071 

• 出願人  ：岐阜市 
• 発明者  ：永澤秀子、平山祐 

本技術に関する知的財産権 



岐阜薬科大学創薬化学大講座薬化学研究室 

教授 永澤秀子 

助教 平山 祐 

ＴＥＬ/FAX 058-230-8112 

E-mail hirayamat@gifu-pu.ac.jp 

お問い合わせ先 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24

