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留 学 期 間   平成29年9月1日～令和1年8月31日       

 

1. 留学中に実施した研究テーマ 

多点蛍光相関分光法/蛍光寿命イメージング顕微鏡(mpFCS/FLIM)の開発と細胞膜上

GPCR の空間依存的な動態と機能の定量解析 

 

2. 留学期間中の研究成果 

今日、蛍光顕微鏡は生命科学研究においてなくてはならない手法に位置付けられ、論文

内で蛍光画像を見ないことはない。蛍光相関分光法 (FCS: Fluorescence Correlation 

Spectroscopy)は、共焦点顕微鏡を基盤とした蛍光測定法であり、FCS は蛍光分子の濃度や動

態(拡散時間)を簡便に定量する事が可能である。一方で、蛍光寿命イメージング顕微鏡

(FLIM: Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)は蛍光分子の蛍光寿命を測定し、分子まわ

りの環境を知ることができる。本研究テーマにある G タンパク質共役受容体(GPCR: 

G-protein coupled receptor)は、細胞膜上でラフト構造やアクチンメッシュ構造などにより分

子密度や動態と蛍光分子まわりの環境が変化する。GPCR は細胞膜上で不均一に局在してい

る。従来の FCS/FLIM では測定点を変えて連続測定が必要になりレーザー走査が必要になる

ため、同一画像上でもタイムラグが存在するため、その不均一性を明らかにする事が難し

い。そこで、Vladana Vukojević 博士のグループでは走査不要の二次元イメージング装置を基

盤とした massively parallel FCS/FLIM (mpFCS/FLIM)装置を開発してきた。私は mpFCS/FLIM

装置の性能実験を踏まえて、ユーザーにとって使いやすいハードウェアとソフトウェアの

構築に寄与し、本研究課題である GPCR の動態測定に応用した。 

 

２．１．mpFCS/FLIM 装置 

本研究に用いている mpFCS/FLIM システムを図１に示す。レーザーから出力されるシン

グルビームを回折光学素子(DOE: Diffractive Optical Element)にて 16×16 もしくは 32×32 の励

起スポットを並べ、二次元検出器である APD アレイ検出器にて、蛍光強度の揺らぎを記録
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する。それぞれの測定点における蛍光

強度の揺らぎから自己相関関数を計

算し、分子数及び拡散時間といったパ

ラメータを得る。これらのパラメータ

を二次元的にカラーマッピングする

事で、GPCR の細胞膜上の拡散ダイナ

ミクスの空間分布を明らかにする。ま

た、パルスレーザーを用いる事で、

FLIM も多点同時に可能にし、細胞膜

上における enhanced Green Fluorescent 

Protein (eGFP)まわりの環境の局所的な変化を

明らかにする。 

 

２．２．mpFCS/FLIM 装置の有用性 

まず、32×32 スポットそれぞれの共焦点領

域のサイズを明らかにするために、拡散定数

が既知の 100 nm 蛍光ビーズを測定した。共焦

点領域は三次元ガウシアンで記述され、フッ

トボールのような形をしている。平均共焦点

領域の短半径と体積はそれぞれ240 nmと0.35 

fL であり、これらの値は従来の FCS と同程度

であった。また、16×16 DOE を用いて、大腸

菌から精製した eGFP の拡散時間(120 s; D = 

120 m2/s)は従来のFCS (D = 123 m2/s)と同程

度になり(図 2)、一分子レベルの感度を持つ事

も確認された。 

蛍光寿命が既知で 488 nm レーザーで励起可能な蛍光分子を選び、mpFCS/FLIM 装置によ

る蛍光寿命測定を行った。mpFCS/FLIM から得られる蛍光寿命は、1 ns から 8 ns の範囲に

おいて論文で示された値と非常に一致した。また、eGFP の蛍光寿命は pH に依存して変化

する事が知られ、我々の装置でも同様の変化する事が示された。 

以上の事から、溶液における mpFCS/FLIM 装置は従来の FCS 及び FLIM と同様の性能を

有し、レーザー走査不要で同時に多点測定が可能である事が示された。 

 

２．３．細胞膜上のオピオイド受容体測定 

アルコール依存は世界中の最も一般的な薬物乱用の問題と位置付けられ、強迫的なアル

コール消費は公衆衛生上の重要な問題である。アルコールは、アルコールの補強効果を媒

図 2 精製 eGFP 測定 A. 自己相関振幅 

(分子数の逆数)マップ B. 自己相関関数  

C. 拡散時間マップ D. 拡散時間ヒスト

グラム 

図１mpFCS/FLIM 装置 
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介する神経伝達物質系と相互作用する事で、脳機能を変化させる。オピオイド受容体(OP; 

opioid receptor)はアルコール摂取に深くかかわる膜上受容体である。我々の研究室では、従

来の FCS 法や超解像顕微鏡を用いる事で、細胞膜上での OP 動態やナノスケールクラスタ

ー形成のエタノール効果を明らかにしてきた。しかし、いずれの手法も細胞膜の一部を切

り取ったものであり、細胞膜構造の不均一性や膜ドメインなどによって形成される OP の細

胞膜全体での不均一性を理解する事が難しいため、mpFCS を用いて、細胞膜上の OP 動態

をマッピングした(図 3)。eGFP を遺伝的に融合させたミューオピオイド受容体(MOP; 

Mu-OP)を安定発現する PC12 細胞ラインを作製した。MOP-eGFP は細胞膜に局在していた

(図 3A)。mpFCS 測定から得られる分子数マップ(図 3B)と拡散時間マップ(図 3C)それぞれに

おいて、蛍光画像と同じ局在が得られた。拡散時間マップにおいて、ほとんどの部分で 90 ms 

(黄緑)を示す一方で、いくつかの場所において 180 ms (赤)と遅い拡散を示す部分が存在した。

このデータはプロトタイプの mpFCS の性能実験データと合わせて、Analytical Chemistry に

て発表した (Krmpot AJ. et.al. Anal. Chem., 2019)。次期装置である mpFCS/FLIM は、FLIM 装

置の性能実験や mpFCS/FLIM 装置による細胞内 eGFPの濃度や動態と eGFPまわりの環境の

不均一性を示したデータなどを合わせて、論文投稿準備中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エタノールは OP のリガンドではないため、エタノールが OP と細胞膜分子との相互作用

を変化させ、結果として OP に融合した eGFP のまわりの環境が変化する事を予想し、eGFP

の蛍光寿命測定を mpFCS/FLIM 装置を用いて行った。測定したオピオイド受容体は野生型

MOP及びカッパーオピオイド受容体(KOP; Kappa-OP)に加えてN40D変異体のMOPである。

N40D はアルコール摂取障害に関わる MOP 変異体である。データについて論文発表されて

いないため、詳しい事は記述できないが、エタノール処理や内在性ペプチドリガンド処理

及びアンタゴニスト処理において、受容体特異的な違いが観察された。この蛍光寿命デー

タも雑誌に投稿する予定である。 

 

２．４．蛍光相互相関分光法を用いた転写因子ダイマー解析 

留学中に、蛍光相互相関分光法(FCCS; Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy)を用いた

転写因子ダイマー解析を行った。FCCS は eGFP と赤色蛍光タンパク質(RFP: Red Fluorescent 

図 3 PC12 細胞における MOP-eGFP 測定  

A. 蛍光画像 B. 分子数マップ C. 拡散時間マップ スケールバー: 10 m 
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Protein)でそれぞれ標識した転写因子の相互作用を、相互相関関数から eGFP と RFP の蛍光

強度揺らぎの同時性を定量し、相互作用の強度を簡便に定量する事が可能な手法である。

このプロジェクトは Igor Tsigelny 博士(Univ. of California, San Diego)と Jean-Pierre Changeux

博士(Institut Pasteur)との共同研究である。In Silico スクリーニングから得られたある化合物

が転写因子ダイマー形成を阻害する事を細胞内 FCCS 測定により実験的に明らかにした。現

在、論文投稿しレビュー中である。 

 

3. その他(研究室や生活面など) 

 カロリンスカ研究所のあるストックホルムはスウェーデンの南の方に位置し、夏は 22 時

ごろまで太陽が出ていて明るい一方で、冬は薄暗いです。気温は北海道札幌市と近いこと

もあり、日照時間を除けば日本人には過ごしやすい気候だと思います。治安もとても良い

ので安心して生活が行える事も重要なポイントであると思います。カロリンスカ研究所は

世界最大の単科医学大学であり、ノーベル生理医学賞の選考委員会があります。ノーベル

賞時期にはその年のノーベル生理医学賞を受賞した研究者によるノーベルレクチャーが大

講堂で開かれます(写真)。National Institute of Mental Health (NIMH)の Joshua A. Gordon 所長な

ど著名な方々も講演をしに来られます。私の留学先はオピエート受容体を同定しガードナ

ー国際賞を受賞した Lars Terenius 博士と蛍光イメージングを用いた論文を多く発表してい

る Vladana Vukojević 博士の両名が主宰する研究グループであり、二人の Ph.D 学生と一人の

ポストドクターが在籍する小さな研究グループである。しかしながら、個々の研究スキル

が高く、少数精鋭といった印象を受け、週一回のグループミーティングでは、それぞれの

研究進捗や研究室関連の出来事（研究室移動など）について活発な議論がなされる。

Vukojević 博士の繋がりもあり、セルビアのベオグラード大学からの訪問研究者が多く、セ

ルビア語で挨拶・自己紹介できる程度にはセルビア語を覚えました。その訪問者中でも、

Aleksandar J. Krmpot 博士及び Stanko N. Nikolić 博士は mpFCS/FLIM の開発者であるため、

密にコンタクトをとる研究者である。スウェーデン国内外の研究者と共同研究および研究

議論する事ができました。特に FCS のパイオニアである Rudolf Rigler 博士とも一年に数回

お会いし、研究データについて議論できた事はとても嬉しく思い、大変有意義な二年間に

なりました。 
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研究グループ             ベルグラード大学訪問 

       左 Aleksandar J. Krmpot 博士,  

右 Stanko N. Nicolić 博士 

 

Prof. Rudolf Riglerの家に前の研究室の上司である

金城政孝教授と訪問時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mpFCS/FLIM 装置と私            ノーベルレクチャー2018 


