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第 1章 

 

インビボ蛍光イメージングによるがんの悪性度診断を目的とする 

近赤外蛍光分子プローブの開発 

 

  

インビボ蛍光分子イメージング法（OI）は、近赤外光領域の光を照射することによっ

て励起されたプローブから発生する近赤外光領域の蛍光を信号として捉える技術であ

る。OI は撮像の簡便性、高感度性、高い安全性、高い時空間分解能などの特徴を有し

ていることから、がん診断への利用が期待されており、今日、がんの悪性度の指標とな

る近赤外蛍光分子プローブの開発が求められている。 

ミトコンドリアはエネルギー産生やアポトーシス制御に関与する重要なオルガネラ

である。多くのがん細胞において DNA 変異や酸化ストレスに起因するミトコンドリア

の過分極状態が形成されており、これらのミトコンドリアの機能不全はがんの形成や進

行に関与することが知られている。したがって、ミトコンドリアの過分極状態を認識す

る分子プローブはがんの悪性度評価に有効であることが期待される。これまでに 5，5'，

6，6'-tetrachloro-1，1'，3，3'- tetraethylbenzimidazolylcarbocyanine iodide（JC-1）や

2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester（Rhodamine 123）などがミ

トコンドリア膜電位光プローブとして報告されているが、これらの蛍光色素の励起・蛍

光波長は可視光領域にあるため OI には適していない。また、これまでにミトコンドリ

アの過分極を検出する近赤外蛍光分子プローブは報告されていない。そこで、本章では

ミトコンドリアの膜電位の過分極状態を認識し、がん部位を光イメージできる近赤外蛍

光分子プローブの開発を計画した。 
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1-1 プローブ設計 

 

ミトコンドリアの膜電位を標的とした近赤外蛍光分子プローブは、静脈内に投与後、

効率的にがん組織に送達された後、過分極状態のミトコンドリアに保持される必要があ

る。したがって、本プローブには、①近赤外光領域における励起・蛍光能を有すること、

②効率的にがん組織へ送達されること、③細胞膜およびミトコンドリア膜を透過した後

にミトコンドリアに静電的に保持されるために電子共役系を有する脂溶性カチオン分

子であることの 3 つが求められる。そこで、プローブの開発にあたり、Shimizu らが開

発したシアニン骨格を有する 6-(2-(2-(2-chloro-3-(2-(3-(2-hydroxyethyl)-1,1-dimethyl-1H- 

benz[e]indol-3-ium-2-yl)vinyl)cyclohex-2-en-1-ylidene)ethylidene)-1,1-dimethyl-1,2-dihydro- 

3H-benz[e]indol-3-yl)hexanoate（IC7-1）に着目した（Fig. 1-1）。IC7-1 はクロロホルム中、

励起極大波長 830 nm、蛍光極大波長 850 nm であり、インビボ蛍光分子プローブに適し

た分光学的特性を有している化合物である。しかしながら、IC7-1 は蛍光団に第四級ア

ンモニウムを有し、また側鎖にカルボン酸を有する脂溶性中性分子であるため、ミトコ

ンドリア膜電位プローブの条件を満たさず、誘導体化が必要であると考えられた。そこ

で、分光学的特性に与える影響が小さいと考えられる IC7-1 のベンゾインドールの窒素

部分の誘導体化を計画した。IC7-1 の誘導体化にあたり、インドールおよびベンゾイン

ドールの窒素にアルキル鎖を結合したシアニン系色素がアルブミンに対して結合親和

性を有することに着目した。すなわち、IC7-1 のベンゾインドールの窒素へのアルキル

鎖導入は分子をカチオン化するとともに、アルブミンが有する EPR 効果による腫瘍集

積能を駆動力とした効率的ながん組織送達能を付与することが可能であると考えた

（Fig. 1-2）。さらに、シアニン系色素のアルキル鎖長はアルブミンに対する結合親和性

に関与することが考えられたことから、本研究では、6 種類の長さの異なるアルキル鎖
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を有する、2-(2-(3-(2-(3-substituted-1,1-dimethyl-1,3-dihydro-2H-benz[e]indol-2-ylidene) 

ethylidene)-2-chlorocyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3-substituted-1,1-dimethyl-1H-benz[e]indol-3- 

ium（IC7-1 誘導体）を設計した。 

 

Cl

N N

(CH2)2

OH

(CH2)5

COO  

Figure 1-1. Structure of IC7-1. 

 

 

① Excitation and emission wavelength in the near-infrared region 

② Efficient delivery of probes to cancer 

③ Delocalized lipophilic cation for transmittance across cellular and 

mitochondrial membranes, and stay in the hyperpolarized 

mitochondria 
 

Figure 1-2. Requirements of near-infrared mitochondrial membrane potential probes. 
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1-2 実験方法 

 

試薬・機器 

薄層クロマトグラフィー（TLC）は Kieselgel 60 F-254 plates（Merck 社）を用いた。

1
H-NMR の測定は JEOL AL-400（日本電子株式会社）を用い、内部標準物質としてテト

ラメチルシランを用いて測定した。エレクトロスプレーイオン化質量分析（ESI-MS）

は LC-MS2010 EV（株式会社島津製作所）を用いて行った。紫外可視吸収スペクトルは

UV-1800（株式会社島津製作所）を用いて測定した。励起・蛍光スペクトルは Fluorolog-3

（堀場製作所）を用いて測定した。細胞観察には 1024B_eXcelon（Princeton Instruments

社）を搭載した IX81N-ZDC-IMAGE（オリンパス株式会社）を用いた。インビボ蛍光撮

像は Clairvivo
®
 OPT（株式会社島津製作所）を用いて行い、またデータ解析は Clairvivo

®
 

OPT measurement and display software ver. 2. 6. 0. 1.を用いて行った。試薬は、ナカライテ

スク株式会社、東京化成工業株式会社、和光純薬工業株式会社、日水製薬株式会社、株

式会社ニチレイ、Biotium 社から購入した。 

 

合成 

IC7-1 誘導体は Scheme 1-1 に従い合成した。 
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5b: n = 2 (IC7-1-Et)
5c: n = 3 (IC7-1-Pr)

5d: n = 4 (IC7-1-Bu)
5e: n = 5 (IC7-1-Pe)
5f : n = 6 (IC7-1-He)

1
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Scheme 1-1. Synthesis of IC7-1 derivatives. POCl3 : phosphoryl chloride, DMF : N, 

N-dimethylformamide, NaOAc : Sodium acetate 

 

N-[5-Anilino-3-chloro-2,4-(propane-1,3-diyl)-2,4-pentadiene-1-ylidene]anilinium Chloride 

(2). 

Phosphoryl chloride（11 mL、0.12 mol）を dry dimethylformamide（DMF、13 mL）に溶

解し、0ºC で１時間攪拌した後、cyclohexanone（5.5 mL、0.053 mol）を加えた。室温で

1 時間攪拌した後、1 時間過熱還流した。室温まで冷却した後、aniline/EtOH = 1/1 の混

合溶液 （18 mL）を加えた。30 分後、H2O/HCl = 10/1 の混合溶液（110 mL）を加えた。

沈殿物をろ取し、tetrahydrofuran (THF)、冷水で洗浄することにより、暗赤色固体 2（10.2 

g）を得た。化合物 2 は単離精製せずに、このまま次の反応に用いた。 

 

2-(2-(3-(2-(3-methyl-1,1-dimethyl-1,3-dihydro-2H-benz[e]indol-2-ylidene)ethylidene)-2-chlor

ocyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3-methyl-1,1-dimethyl-1H-benz[e]indol-3-ium (5a: IC7-1-Me) 

1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole（2.2 g、10 mmol）および iodomethane（1.9 mL、31 mmol） 

を toluene（3.6 mL）に加え、12 時間過熱還流した。析出した固体を濾取し、THF、ether

および chloroform（CHCl3）で洗浄し、化合物 4a を得た。化合物 4a は単離精製せずに、
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このまま次の反応に用いた。 

化合物 2（530 mg、1.5 mmol）、化合物 4a（1.0 g、3.3 mmol）および anhydrous sodium 

acetate（NaOAc、272 mg、3.3 mmol）を ethanol（EtOH、66 mL）に加え、3 時間過熱還

流した。室温に冷却後、減圧下溶媒を除去した。CHCl3により 3 回抽出した後、合わせ

た有機層を飽和食塩水にて洗浄し、sodium sulfate（Na2SO4）によって乾燥した。減圧下

溶媒を除去した後、オープンカラムクロマトグラフィーにて精製し、暗緑色固体 5a

（IC7-1-Me、694 mg、66%）を得た。 

1
H-NMR (CDCl3) : 8.46–8.42 (m, 2H), 8.14–8.11 (m, 2H), 7.97–7.93 (m, 4H), 7.63–7.59 (m, 

2H), 7.52–7.46 (m, 4H), 6.34 (d, 2H), 3.91 (s, 6H), 2.80 (t, 4H), 2.03 (s, 12H), 1.64 (m, 2H); 

MS (ESI, pos) m/z calcd. for C40H40ClN2 (M+): 583: m/z found: 583. 

 

2-(2-(3-(2-(3-ethyl-1,1-dimethyl-1,3-dihydro-2H-benz[e]indol-2-ylidene)ethylidene)-2-chloroc

yclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3-ethyl-1,1-dimethyl-1H-benz[e]indol-3-ium (5b: IC7-1-Et) 

1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole（2.2 g、10 mmol）および iodoethane（3.2 mL、31 mmol） 

を toluene（3.6 mL）に加え、12 時間過熱還流した。析出した固体を濾取し、THF、ether

および CHCl3で洗浄し、化合物 4b を得た。化合物 4b は単離精製せずに、このまま次

の反応に用いた。 

化合物 2（503 mg、1.4 mmol）、化合物 4b（1.0 g、3.2 mmol）および NaOAc（260 mg、

3.2 mmol）を EtOH（62 mL）に加え、3 時間過熱還流した。室温に冷却後、減圧下溶媒

を除去した。CHCl3 により 3 回抽出した後、合わせた有機層を飽和食塩水にて洗浄し、

Na2SO4 によって乾燥した。減圧下溶媒を除去した後、オープンカラムクロマトグラフ

ィーにて精製し、暗緑色固体 5b（IC7-1-Et、703 mg、68%）を得た。 

1
H-NMR (CDCl3) : d8.47–8.44 (m, 2H), 8.14–8.12 (m, 2H), 7.97–7.94 (m, 4H), 7.63–7.60 (m, 
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2H), 7.52–7.43 (m, 4H), 6.32 (d, 2H), 4.44–4.38 (m, 4H), 2.81 (t, 4H), 2.03 (s, 12H), 1.55–1.51 

(m, 8H); MS (ESI, pos) m/z calcd. for C42H44ClN2 (M+): 611: m/z found: 611. 

 

2-(2-(3-(2-(3-propyl-1,1-dimethyl-1,3-dihydro-2H-benz[e]indol-2-ylidene)ethylidene)-2-chloro

cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3-propyl-1,1-dimethyl-1H-benz[e]indol-3-ium (5c: IC7-1-Pr) 

1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole（2.2 g、10 mmol）および 1-iodopropane（3.0 mL、31 mmol） 

を toluene（3.6 mL）に加え、12 時間過熱還流した。析出した固体を濾取し、THF、ether

および CHCl3で洗浄し、化合物 4c を得た。化合物 4c は単離精製せずに、このまま次の

反応に用いた。 

化合物 2（417 mg、1.2 mmol）、化合物 4c（1.0 g、2.9 mmol）および NaOAc（237 mg、

2.9 mmol）を EtOH（58 mL）に加え、3 時間過熱還流した。室温に冷却後、減圧下溶媒

を除去した。CHCl3 により 3 回抽出した後、合わせた有機層を飽和食塩水にて洗浄し、

Na2SO4 によって乾燥した。減圧下溶媒を除去した後、オープンカラムクロマトグラフ

ィーにて精製し、暗緑色固体 5c（IC7-1-Pr、516 mg、58%）を得た。 

1
H-NMR (CDCl3) : 8.46–8.43 (m, 2H), 8.14–8.12 (m, 2H), 7.96–7.94 (m, 4H), 7.63–7.60 (m, 

2H), 7.52–7.43 (m, 4H), 6.30 (d, 2H), 4.35–4.31 (m, 4H), 2.80 (t, 4H), 2.03 (s, 12H), 2.03–1.96 

(m, 4H), 1.65–1.55 (m, 2H), 1.11 (t, 6H); MS (ESI, pos) m/z calcd. for C44H48ClN2 (M+): 639: 

m/z found: 639. 

 

2-(2-(3-(2-(3-butyl-1,1-dimethyl-1,3-dihydro-2H-benz[e]indol-2-ylidene)ethylidene)-2-chloroc

yclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3-butyl-1,1-dimethyl-1H-benz[e]indol-3-ium (5d: IC7-1-Bu) 

1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole（2.2 g、10 mmol）および1-iodobutane（3.5 mL、31 mmol）

を toluene（3.6 mL）に加え、12 時間過熱還流した。析出した固体を濾取し、THF、ether



8 

 

および CHCl3で洗浄し、化合物 4d を得た。化合物 4d は単離精製せずに、このまま次

の反応に用いた。 

化合物 2（461 mg、1.3 mmol）、化合物 4d（1.0 g、2.9 mmol）および NaOAc（284 mg、

1.7 mmol）を EtOH（59 mL）に加え、3 時間過熱還流した。室温に冷却後、減圧下溶媒

を除去した。CHCl3 により 3 回抽出した後、合わせた有機層を飽和食塩水にて洗浄し、

Na2SO4 によって乾燥した。減圧下溶媒を除去した後、オープンカラムクロマトグラフ

ィーにて精製し、暗緑色固体 5d（IC7-1-Bu、762 mg、75%）を得た。 

1
H-NMR (CDCl3) : 8.46–8.43 (m, 2H), 8.14–8.12 (m, 2H), 7.96–7.94 (m, 4H), 7.64–7.60 (m, 

2H), 7.50–7.44 (m, 4H), 6.34 (d, 2H), 4.40–4.36 (m, 4H), 2.79 (t, 4H), 2.03 (s, 12H), 1.94–1.86 

(m, 4H), 1.71 (m, 2H), 1.59–1.49 (m, 4H), 1.11 (t, 6H); MS (ESI, pos) m/z calcd. for 

C46H52ClN2 (M+): 667: m/z found: 667. 

 

2-(2-(3-(2-(3-pentyl-1,1-dimethyl-1,3-dihydro-2H-benz[e]indol-2-ylidene)ethylidene)-2-chloro

cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3-pentyl-1,1-dimethyl-1H-benz[e]indol-3-ium (5e: IC7-1-Pe) 

1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole（2.2 g、10 mmol）および 1-bromopentane（4.3 mL、31 

mmol）を toluene（3.6 mL）に加え、12 時間過熱還流した。析出した固体を濾取し、THF、

ether および CHCl3で洗浄し、化合物 4e を得た。化合物 4e は単離精製せずに、このま

ま次の反応に用いた。 

化合物 2（359 mg、1.1 mmol）、化合物 4e（1.0 g、2.8 mmol）および NaOAc（273 mg、

3.3 mmol）を EtOH（55 mL）に加え、3 時間過熱還流した。室温に冷却後、減圧下溶媒

を除去した。CHCl3 により 3 回抽出した後、合わせた有機層を飽和食塩水にて洗浄し、

Na2SO4 によって乾燥した。減圧下溶媒を除去した後、オープンカラムクロマトグラフ

ィーにて精製し、暗緑色固体 5e（IC7-1-Pe、610 mg、74%）を得た。 
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1
H-NMR (CDCl3) : 8.46–8.43 (m, 2H), 8.14–8.12 (m, 2H), 7.96–7.94 (m, 4H), 7.64–7.60 (m, 

2H), 7.52–7.43 (m, 4H), 6.34 (d, 2H), 4.38-4.34 (m, 4H), 2.79 (t, 4H), 2.03 (s, 12H), 1.97–1.86 

(m, 4H), 1.70–1.65 (m, 2H), 1.52-1.38 (m, 8H), 0.93 (t, 6H); MS (ESI, pos) m/z calcd. for 

C48H56ClN2 (M+): 695: m/z found: 695. 

 

2-(2-(3-(2-(3-hexyl-1,1-dimethyl-1,3-dihydro-2H-benz[e]indol-2-ylidene)ethylidene)-2-chloroc

yclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3-hexyl-1,1-dimethyl-1H-benz[e]indol-3-ium (5f: IC7-1-He) 

1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole（2.2 g、10 mmol）および 1-bromohexane（3.8 mL、31 

mmol）を toluene（3.6 mL）に加え、12 時間過熱還流した。析出した固体を濾取し、THF、

ether および CHCl3で洗浄し、化合物 4f を得た。化合物 4f は単離精製せずに、このまま

次の反応に用いた。 

化合物 2（406 mg、1.13 mmol）、化合物 4f（1.0 g、3.4 mmol）および NaOAc（279 mg、

3.4 mmol）を EtOH（68 mL）に加え、3 時間過熱還流した。室温に冷却後、減圧下溶媒

を除去した。CHCl3 により 3 回抽出した後、合わせた有機層を飽和食塩水にて洗浄し、

Na2SO4 によって乾燥した。減圧下溶媒を除去した後、オープンカラムクロマトグラフ

ィーにて精製し、暗緑色固体 5f（IC7-1-He、682 mg、73%）を得た。 

1
H-NMR (CDCl3) : 8.46–8.43 (m, 2H), 8.14–8.12 (m, 2H), 7.96–7.94 (m, 4H), 7.64–7.60 (m, 

2H), 7.52–7.43 (m, 4H), 6.34 (d, 2H), 4.38–4.34 (m, 4H), 2.79 (t, 4H), 2.03 (s, 12H), 1.94–1.86 

(m, 4H), 1.69 (m, 2H), 1.52–1.40 (m, 12H), 0.93 (t, 6H); MS (ESI, pos) m/z calcd. for 

C50H60ClN2 (M+): 723: m/z found: 723. 

 

IC7-1 誘導体の分光学的特性に関する検討 

IC7-1 誘導体、IC7-1 および indocyanine green（ICG）は dimethyl sulfoxide（DMSO）
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に溶解後（200 M）、phosphate buffered saline（PBS、pH 7.4）に 5g/dL となるよう bovine 

serum albumin（BSA）を溶解した水溶液（BSA 水溶液）を用いて、色素が終濃度 1 M

となるよう希釈した。それぞれの水溶液ついてそれぞれ紫外可視吸収スペクトル、励

起・蛍光スペクトルおよび絶対量子収率を測定した。 

 

細胞培養 

HeLa 細胞株は American Type Culture Collection（ATCC）より購入した。グルタミン

（1 mM）、ペニシリン（100 U/mL）、ストレプトマイシン（100 U/mL）およびウシ胎

児血清 10%を含むダルベッコ変法イーグル培地（DMEM 培地）を用い、37ºC、5.0% CO2

環境下にて培養した。 

 

IC7-1 誘導体の細胞内局在に関する検討 

ポリリジンによりコートしたガラスボトムディッシュに HeLa 細胞（3 x 10
5
 cells）を

播種し、24 時間培養した。PBS (-) 1 mL で細胞を 2 回洗浄した後、IC7-1 誘導体（1 M 

DMEM (0.5% DMSO 含有)）1 mL を添加し、37 ºC で 60 分間インキュベートした。また、

ミトコンドリアマーカーである nonyl acridine orange（NAO、20 M DMSO）5 L を IC7-1

誘導体添加 40 分後に添加した。インキュベート後、PBS (-) 1 mL で細胞を 2 回洗浄し

た後、蛍光顕微鏡を用い、100 倍の対物油浸レンズにて観察した。 

 

IC7-1 誘導体の細胞取込における膜電位の影響に関する検討 

培養した HeLa 細胞は 2.5 g/L トリプシン・1 mM エチレンジアミン四酢酸で解離し、

緩衝液（NaCl (145 mmol/L)、KCl (5.4 mmol/L)、CaCl2 (1.2 mmol/L)、MgSO4 (0.8 mmol/L)、

NaH2PO4 (0.8 mmol/L), dextrose (5.6 mmol/L)、 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethanesulfonic 
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acid) (5 mmol/L)、pH 7.4）で再懸濁した（1.0 x 10
6
 cells/ 1.5 mL microtube）。脱分極剤で

ある Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone（CCCP：0、1、2.5、5、10、25 M）を

添加し、5 分間インキュベートした。IC7-1 誘導体（1 M）を添加し、1 時間インキュ

ベートした。細胞を洗浄した後、緩衝液（1 mL）で再懸濁し、蛍光強度を測定した（励

起波長：823 nm、蛍光波長：845 nm）。結果は CCCP（0 M）添加群の蛍光強度に対す

る割合（%）として示した。 

 

IC7-1 誘導体のタンパク質結合に関する検討 

ワルファリンを溶解した 5%FBS 含有 PBS（0 or 189 M、pH 7.4）995 L に DMSO

に溶解した IC7-1 誘導体（200 M）5 L を添加し、蛍光強度を測定した（励起波長：

823 nm、蛍光波長：845 nm）。結果はワルファリン（0 M）添加群の蛍光強度に対す

る割合（%）として示した。 

Human serum albumin（HSA）を溶解した PBS（4 M、pH 7.4）に IC7-1 誘導体（終

濃度: 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 M）を添加し、37ºC にて蛍光強度を測定

した。結合親和性は下式より算出した。 

log (F0-F)/F = logKb + nlog[dye] 

（n: number of binding site, F and F0: fluorescence intensities of tryptophan of albumin 

with or without dyes） 

 

担がん動物の作製 

Balb/c nu/nu マウス（雌性、4 週齢）はエスエルシー株式会社より購入した。また無蛍

光飼料（D10001）は Research Diets 社より購入した。動物実験は京都大学動物実験委員

会の指針を遵守して行った。マウスは 12時間／12時間の昼夜サイクル条件下で飼育し、
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飼料・水は自由に与えた。HeLa 細胞を PBS に懸濁した後、マウスの右下肢に皮下投与

（2.0 x 10
6
 cells/100 L PBS）することで担がんマウスを作製した。移植後 2 週間後に蛍

光撮像実験に用いた。 

 

インビボ蛍光撮像実験 

担がんマウスに IC7-1 誘導体（10 nmol/100 L PBS）を尾静脈より投与し、1、2 日後

に 2.5%イソフルラン吸入麻酔下 Clairvivo
®
 OPT を用いて撮像した（励起：785 nm シン

グルレーザー、蛍光フィルター：845/55 nm バンドパスフィルター）。蛍光画像は

Clairvivo 
®
 OPT measurement and display software ver. 2. 6. 0. 1.を用いて解析した。 

 

アルブミン結合阻害剤を用いたインビボ阻害実験 

担がんマウスに IC7-1 誘導体（10 nmol）およびワルファリン（5.5 mol）を尾静脈よ

り共投与し、1日後に 2.5%イソフルラン吸入麻酔下Clairvivo
®
 OPTを用いて撮像した（励

起：785 nm シングルレーザー、蛍光フィルター：845/55 nm バンドパスフィルター）。

蛍光画像は Clairvivo
®
 OPT measurement and display software ver. 2. 6. 0. 1.を用いて解析し

た。 

 

脱分極剤を用いたインビボ阻害実験 

担がんマウスに CCCP（25 M、20 L）を腫瘍内投与した直後に IC7-1 誘導体（10 nmol）

を尾静脈より投与し、1、3 時間後に 2.5%イソフルラン吸入麻酔下 Clairvivo
®
 OPT を用

いて撮像した（励起：785 nm シングルレーザー、蛍光フィルター：845/55 nm バンドパ

スフィルター）。蛍光画像は Clairvivo
®
 OPT measurement and display software ver. 2. 6. 0. 1.

を用いて解析した。 
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統計処理 

有意差検定は one-way factorial ANOVA による分散分析および Tukey 法による多重解

析検定により行い、P < 0.05 を有意とした。 

  



14 

 

1-3 結果 

 

IC7-1 誘導体の合成 

IC7-1 誘導体はシクロヘキサノンおよび 1,1,2-トリメチル-1H-ベンゾ[e]インドールを

出発原料とし、3 段階、総収率 29 - 38%にて合成した。 

 

 

IC7-1 誘導体の分光学的特性に関する検討 

IC7-1 誘導体、IC7-1 および ICG の BSA 水溶液中における分光学的特性を Table 1-1

に示す。IC7-1 誘導体の励起・蛍光極大波長はいずれも 823nm、蛍光極大波長は 843 - 

847nm、モル吸光係数は 1.0 - 2.4 x 10
5
 M

-1
∙cm

-1、また蛍光量子収率は 0.03 - 0.06 であっ

た。 

Table 1-1. Optical properties of IC7-1 derivatives, IC7-1, and ICG 

 

ex 

(nm) 

em 

(nm) 

Extinction coefficient 

(M-1∙cm-1) 

Fluorescence 

Quantum Yield 

IC7-1-Me 823 843 1.0 x 105 0.04 

IC7-1-Et 823 843 1.3 x 105 0.04 

IC7-1-Pr 823 843 1.7 x 105 0.05 

IC7-1-Bu 823 843 2.4 x 105 0.06 

IC7-1-Pe 823 847 1.5 x 105 0.03 

IC7-1-He 823 847 1.0 x 105 0.03 

IC7-1 823 844 1.8 x 105 0.04 

ICG 803 815 0.9 x 105 0.04 
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IC7-1 誘導体の細胞内局在に関する検討 

IC7-1 誘導体の細胞内局在について検討した結果を Fig. 1-3 に示す。アルキル鎖長の

伸長に伴い細胞の蛍光強度が減少することが認められ、IC7-1-Pe および-He においては

解析に十分な蛍光が得られなかった。一方、IC7-1-Me, -Et, -Prおよび-Buの染色像はNAO

の染色像と一致し、これらの誘導体がミトコンドリアに局在することが示唆された。 

 

 

Figure 1-3. Subcellular localization of IC7-1derivatives in HeLa cells. Cells were stained with 

IC7-1 derivatives (red) and NAO (mitochondria marker: green). Overlay images are shown in 

yellow.  
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IC7-1 誘導体の細胞取込における膜電位の影響に関する検討 

 IC7-1誘導体の細胞取込における膜電位の影響について検討した結果をFig.1-4に示す。

脱分極剤である CCCP 添加濃度の増加に伴い、IC7-1 誘導体を処置した細胞の蛍光強度

が減少することを認めた。これらの結果から、IC7-1 誘導体が膜電位感受性を有するこ

とが示された。 

 

 

Figure 1-4. Cellular uptake of IC7-1 derivatives with an uncoupler CCCP. The cellular uptake 

study was performed in the presence of varying concentrations of CCCP. Data are means ± 

SEM of three independent experiments. 

 

 

IC7-1 誘導体のタンパク質結合に関する検討 

 IC7-1 誘導体のタンパク質結合について検討した結果を Fig. 1-5 および Table 1-2 に示

す。IC7-1-Pr、-Bu、-Pe および-He において、アルブミン結合阻害剤であるワルファリ



17 

 

ンの添加により、蛍光強度が低下することが認められた（Fig. 1-5）。IC7-1 誘導体は、

タンパク質非存在下の水溶液中では消光することから、これらの誘導体がアルブミンワ

ルファリンサイトに結合することが示唆された。そこで、IC7-1-Pr、-Bu、-Pe および-He

についてアルブミンに対する結合親和性を算出したところ、アルキル鎖長により結合親

和性が変化することが認められた（Table 1-2）。 

 

 

Figure 1-5. Estimation of protein binding of IC7-1 derivatives. Normalized fluorescence 

intensities of IC7-1 derivatives in PBS containing 5% FBS with or without warfarin. Data are 

means ± SD of three independent experiments. Comparisons were performed with one-way 

ANOVA followed by the Tukey test (*P < 0.01 vs. warfarin (-)). 

 

Table 1-2. Binding affinities of IC7-1 derivatives to albumin 

 IC7-1-Pr IC7-1-Bu IC7-1-Pe IC7-1-He 

Kb (x105) 21 25 16 12 

 

* 

* 
* * 



18 

 

 

IC7-1 誘導体の体内動態に関する検討 

IC7-1 誘導体の体内動態について担がんマウスを用いて検討した結果を Fig. 1-6 に示

す。 

IC7-1-Me および-Et において右下肢皮下のがん部位に蛍光シグナルが観測されなかっ

た一方、IC7-1-Pr、-Bu、-Pe および-He においては右下肢皮下のがん部位に蛍光シグナ

ルを観測した（Fig. 1-6(A)）。         

担がんマウスに IC7-1-Bu およびワルファリンを共投与したところ、ワルファリン共

投与群では非共投与群に比べ、移植がん部位の蛍光強度が有意に低下することを認めた

（Fig. 1-6(B) 、(C)）。 

脱分極剤 CCCP を前投与したマウスに IC7-1-Bu を投与したところ、CCCP 投与群で

は非投与群に比べ、移植がん部位の蛍光強度が有意に低下することを認めた（Fig. 1-6(D)、

(E)）。 
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（A） 

 

 

（B） 

 

（C） 

 

 

* * * 
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（D） 

 

（E） 

 

Figure 1-6. In vivo imaging of IC7-1 derivatives using HeLa cells xenograft mice. (A) 

Optical images of HeLa cell xenograft mice 1 and 2 days after intravenous 

administration of the IC7-1 derivatives. Arrows indicate the tumor. (B) Fluorescence 

images of HeLa cell xenograft mice 1 day after intravenous co-administration of 

IC7-1-Bu and warfarin. Arrows indicate the tumor. (C) Fluorescence intensities in the 

tumor of HeLa cell xenograt mice 1, 2, and 3 days after intravenous administration of 

IC7-1-Bu and warfarin. (D) Fluorescence images of HeLa cell xenograft mice 1 and 3 h 

after intravenous administration of IC7-1-Bu to CCCP pretreated mice. Arrows indicate 

the tumor. (E) Fluorescence intensities in the tumor from (E). Data are means ± SD (n = 

3 per group). Comparisons were performed with one-way ANOVA followed by the 

Tukey test (*P < 0.01 vs. warfarin (-), 
†
P < 0.05 vs. CCCP(-)). 

 

 

† 

† 
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1-4 考察 

 

ミトコンドリアは細胞の生死を司る細胞小器官である。ミトコンドリアの呼吸鎖に関

与するミトコンドリア DNA や核 DNA の変異は ATP の生成低下、ROS の過剰産生、さ

らにミトコンドリアや DNA を含む巨大分子への酸化ストレスを引き起こす。そのよう

なミトコンドリアの機能不全はミトコンドリアを過分極状態とし、さらに Ras や Myc

などのがん遺伝子の活性化を介したがんの形成や進行に関与することが報告されてい

る。したがって、ミトコンドリアの膜電位を標的とした近赤外蛍光分子プローブはがん

の悪性度診断に有効であると考えられる。 

 

ミトコンドリアの膜電位を標的とした近赤外蛍光分子プローブの開発にあたり、

Shimizu らが開発したシアニン系近赤外蛍光色素 IC7-1 を母体化合物として、がん組織

への効率的な送達と過分極状態にあるミトコンドリアへの取込・保持のためのカチオン

化を目的として、分光学的特性に与える影響が小さいと考えられる IC7-1 のベンゾイン

ドールの窒素にアルキル鎖を結合した化合物を設計し、その有効性について検討した。 

 

IC7-1 誘導体の分光学的特性を測定したところ、いずれの化合物も IC7-1 同様、近赤

外光領域に励起・蛍光極大波長を認め、IC7-1 の側鎖部分は、所期の通り、分光学的特

性に与える影響が小さいことが示唆された。また IC7-1 誘導体は ICG と同等以上のモル

吸光係数および蛍光量子収率が認められたことから、IC7-1 誘導体がインビボ蛍光分子

イメージングプローブとして有効な分光学的特性を有していることが示唆された。 

 

細胞実験にはミトコンドリアの過分極が報告されている HeLa 細胞を用いて検討を行
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った。その結果、アルキル側鎖の伸長に伴って細胞取込量が減少し、IC7-1-Pe および-He

のミトコンドリアへの局在を確認できなかった一方、IC7-1-Me、-Et、-Pr および-Bu が

ミトコンドリアに局在することが示された。またミトコンドリアの膜電位を濃度依存的

に消失させるプロトノフォアである CCCP を用いて、IC7-1 誘導体の細胞取込における

膜電位の影響について検討したところ、いずれの誘導体も膜電位感受性を有することが

示唆された。これらの結果から、IC7-1 誘導体のち IC7-1-Me、-Et、-Pr、-Bu がミトコン

ドリア膜電位プローブとなることが示唆された。 

 

アルブミンは EPR 効果によりがん組織に効率的に集積することから、近年、アルブ

ミンの DDS キャリアとしての利用が注目されている。IC7-1 誘導体のうち、IC7-1-Pr、

-Bu、-Pe および-He は選択的にアルブミンワルファリンサイトに結合したことから、こ

れらの誘導体がアルブミンを DDS キャリアとして利用し得ることが示唆された。また、

アルブミン結合性が認められた誘導体についてアルブミンに対する結合親和性を算出

したところ、他のシアニン系色素と同様に、IC7-1 誘導体のアルキル側鎖長がアルブミ

ン結合親和性に関与することが示されたことから、アルキル側鎖長がプローブの体内動

態に影響することが示唆された。 

 

担がんマウスを用いた検討において、アルブミン結合性を有さなかった IC7-1-Me お

よび-Etではがんへの集積が認められなかった一方、アルブミン結合性を有する IC7-1-Pr、

-Bu、-Pe および-He ではがんへの集積が認められた。また、最も高いがん集積が認めら

れた IC7-1-Bu についてアルブミン結合阻害剤を共投与したところ、IC7-1-Bu のがん集

積が有意に低下することを認めた。さらに脱分極剤の腫瘍内への前投与により、

IC7-1-Bu のがん集積が有意に低下することを認めた。これらの結果から、IC7-1-Bu は
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投与された後、アルブミンに結合し、体内を循環、血管透過性の亢進している移植がん

部位に送達された後、さらにミトコンドリアの膜電位に依存して、がんに集積している

ことが示唆された。 

 

以上、本章では IC7-1-Bu を設計し、インビトロにおいて、IC7-1-Bu が近赤外光領域

に励起・蛍光能を有すること、ミトコンドリアに局在していること、膜電位の低下に伴

い細胞への取込量が減少すること、アルブミンに選択的に結合することを示した。また、

インビボにおいて、移植がん部位に高く集積し、その集積がアルブミン結合阻害剤によ

り有意に阻害され、さらに脱分極剤により有意に阻害されることを示した。これらの結

果より、IC7-1-Bu がミトコンドリアの膜電位を標的とした近赤外蛍光分子プローブとし

て有効であることを明らかとした。 
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第 2章 

 

インビボ光音響イメージングによるがんの悪性度診断を目的とする 

光安定化型色素プローブの開発 

 

 

PAI は、パルスレーザー照射によるプローブの熱膨張に伴って発生する超音波を、信

号として捉える技術である。PAI は OI と同様に撮像が簡便であり、また光に比べ組織

透過性の高い超音波を検出することから OI に比べ体内深部の撮像が可能である。PAI

はヘモグロビンなど生体内の光吸収体を利用することにより、脈管造影、血中酸素飽和

度の分布画像など形態情報および機能情報を取得できることが報告されている。一方、

他のイメージングモダリティと同様、プローブは疾患に関する様々な情報を提供し得る

と考えられることから、PAI に適したプローブの開発が求められている。これまでにカ

ーボンナノチューブや金ナノロッドなど近赤外光領域における光吸収能を有し、また高

い光熱変換効率を有するナノマテリアルを用いた PAI が報告されているが、そのような

ナノマテリアルは長期毒性や高コストなどの観点から未だ臨床利用には至っていない。

一方、色素は、ICG 等が蛍光分子イメージングプローブとして臨床利用されているよう、

高い安全性を期待できることから、PAI への利用が期待されている。しかしながら、PAI

は OI に比べ、低感度であり、またレーザー光照射による光退色などの問題があること

から、プローブには効率的ながん組織への送達性および光に対する安定性が求められる。

そこで、本章では、PAI によるがんの非侵襲的検出を目的とした光安定化型色素プロー

ブの開発を計画した。 

PAI によるがんの非侵襲的検出を目的とした光安定化型色素プローブとして、第 1 章
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で開発した IC7-1-Bu の片側側鎖に長さの異なるリンカーを用いて励起三重項状態クエ

ンチャー（TSQ）作用を有することが報告されている 4-nitrobenzyl amine（NBA）を導

入した光安定化型色素プローブを設計した。 

得られた化合物は近赤外光領域の吸収極大波長と充分な光音響量子収率、アルブミン

に対する結合性および IC7-1-Bu に比べ高い光安定性を示した。また、担がんマウスに

おける体内動態を検討したところ、がん移行性が認められた。そこで、担がんマウスに

光安定化型色素プローブを尾静脈内投与し、投与 1、2 日後に PAI を実施したところ、

移植がん部位に光音響信号を認め、さらに、移植がん部位における投与 1 日後に対する

投与 2 日後の光音響信号の減少率が IC7-1-Bu の場合に比べ小さく、TSQ 導入が光安定

化に有効であることが示された。 

以上の結果から、本光安定化型色素プローブは一定の物理的安定性を示し、がんの非

侵襲的検出に有効な光音響用分子プローブとなる可能性が示された。 

 

 




