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第 1章 序

第 1節 研究目的

1987年に一酸化窒素 (NO)が血管内皮由束血管弛緩因子 (EDRF)であると葡じられ

て 以来,生理活性物質としてのNOに関する研究は活発に行われてきており, L:人確

からNO合成辞素 (MOS)により生成した NOは循環系で機能するばかりではなく,負

疫系や神漣系においても多様かつ重要な作用を有していることが報告され (FIE.111),

1992年 sc)ence誌のLJleMolecuJeorLheYeaTにも選ばれている｡ さらに,NOが EDRFで

ル医学生理学A'が与えられた｡ しかし,EDRfとしてのNOの役割は明らかになったも

のの,その他の実の生体壊能に関しては未だに藷論のあるところで,特に中枢神経系に

おいては,記憶 ･学習のメカニズムの一つと考えられているシナプス可塑性や種々の虚

血疾息に関わることが示唆されているが,全く混沌とした状態にある｡その原因の一つ

は,NOが生理的条件下で0】や 02-●によって酸化を受け易く不安定であり,さらに低濃

度での放出のために既存の方法では測定が困腰であることから,生理的に機能 している

NOの挙動をリアルタイムで直接測定することができず,確かな根拠に基づいた議論が

難しいことである｡NOおよびその酸化体の作用解析は,学問的に有意義であるだけで

はなく,臨床的にも種々の疾患における未知の病因を明らかにした上で,その治療法を

確立できる可能性を秘めている｡すなわち.循環系においては,動脈硬化や高血圧症.

免疫系では殿 疾Bl,中枢系では脳梗塞.痴呆症やアルツ-イマ-病などにNOが関わっ

ている可能性があるため.NOの作用解明は非常に重要な研究課題である｡

本研究は,NOの新規検出 .測定法のBFI発を目的としており,その目標は細胞内,級

社中,さらには Ln VJVO での NOの動的挙動を明らかにすることである｡具体的には,

NOの生体内画像化 (′くイオイメ-ジンク)に用いる蛍光色葉を創如し.それをNOの

時空榊的な丑変化の観察に応用することにより,NOの作用解析を行 うことである｡
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第2節 NOの性質

ト0を検出するには,rt0の性質を指正しなくてはならない｡そこで hTOに関連する知

見を席噺 こまとめた｡

NO 常温で無色の気体｡反結合性軌道に 1恵子を含むラジカル種｡ この不対電子はN

とOの間に非局在化している｡N--0結合の回転による共鳴吸収帯がマイクロ波額

域にあり,常温では溶按中の ESRシグナルは観測 しがたい.ラジカル種の中では

NO自身はかなり安定な分子種であり.反応性に乏しい｡その安定性を象徴する

かのように,嫌気下では NOは水浴液として保存可能である｡なお.水には 19

mMまで溶解するとされている'-｡NO自身の反応 としては,02, 0{, NOZ,

pTIO, -ム鉄-の配位などラジカル的な反応以外知られておらず,ユニークな反

応としては,脂肪族アミンとのadducL(Dragocornplex)形成である (Sehemeト2-1)

'̀5)｡これらは封管中,圧力をかけ,アミンにNOを付加させたものであるが,こ

の反応は可逆的で Keeferらによりこれ らの化合物が NOdonorとして非常に有用

であることが示 されてきた6)｡ さらに Kecferらはこれらの分子内 complex誘導体

を開発し,NO放出速度の異なる化合物群 (NONOate,Tablc1-212)を合成 してお

り1㌧ 現在 これ らの NONOaleは NOdonorとして市販 されるにまで至っている

かoreleASLngComFX'unds:NOC類)｡実際に私も合成 したが,非常に簡単に作れ,

かつそれ自身非常に安定で,その有用性を実感 している｡

ONOO- NO+0,一J'あるいはNÒ+H三0三''で生成する非常に酎 ヒカの強いイオンである｡

その酸化活性の本体はそのものなのか,あるいはその分解物なのか未だはっきり

していないが,C02がONOO~の分解を促進し,NO{とCO;-を生成することが報

告された 岬｡生成 したNO{はチロシンなどのニ トロ化を行うとも報 じられている

が,どこまで生体内で起こっているかは.まだまだ明強でないことが多い｡
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NO◆(Nユ0)も無水亜硝酸と呼ばれ NOーの反応性を有する.) 独力なニ トロソ化能

を有する｡lNO三十H-でも生成し,7ニリン感のジア/化など有機化学の分野でも

おgl弛みである｡当研究室滝汚らは酸素[1在下 NOはアニ リンと反応 し,ジフェ

ニル トリアゼンを生成することを見出したが (scheme1-2-2)■■-,これは NOの酸

化体の N三0,によりジア-/化を受けてもう1分子のアニリンが付加 したものと考

えている｡

t(o●とチオールの反応によりニ トロソチオールが生成することが知られている｡

現在,このニ トロソチオールにNO研究者の関心が布まっている｡というのもニ

トロソチオールが生体内で NO (あるいは NO◆) と同様の働きをもつことが

sLarnlcrを初めとする研究者により1ユ)報告されており,そのニ トロソチオールが

NOdonorとして貯蔵,あるいは伝達物質の作用を有する可能性を秘めているか ら

である｡

NO2 NOとは違って反応性に古む褐色の気体 (触点 -93℃,沸点213℃).テフロン

をも腐食し,水中での保存は不能.先相中で容易にdlmer化してN20一となり.無

色となる｡

(2)生体内でのNO

生体内でNOは l,A'gから生合成される■別のだが (schemel1213),その生合成に関

わっている酵素 (MOS)は大きく分けて Table1-2-3に挙げた 3種類存在する｡T加 LIJ

由来のNOは血管平滑筋細胞のsGCを活性化し.血管を弛緩させることが知られている｡

Ty咋nのiNOSが誘導されたマクロファージなどの細胞は叫Morderの NOを生成するこ

とが知られ,3種類の中では最も大魚のNOを産生する｡その NOは呼吸鎖阻害や DNA

合成阻事を引き起こすため,腫癌細胞や微生物を殺す等の作用を有する｡現在,その働

きが最も分かっていないのがTyFXINOS由来の NOで,グルタミン酸レセプターの活性

化により細胞内カルシウム凄度が上昇し,神経細胞 より産生される｡その NOが記憶 ･
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学習形成等の神経伝達,つまり押遣の可塑性に関わっているとされてはいるものの本当

のところは未だに明らかになってい/}い｡
生成されたhfOは生理的条件下では不安定で,反応性に富む酎 ヒ休に変化し,生体に

とってぷとして働くこともある｡例えば核巌塩基やヌクレオシ ドの脱アミノ化を引き起

こすことも報告されている (Table1-2-4)"l｡
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2NO+02

NO+02-°

NO+NO2

･｡十字:1.fpPTIO

k=63×I(yM-Zs-
2NO2

(KhantonoveIOl.1994)

k=6,7×109M･1sl
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N203
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scheme1-2-1 NOラジカル自身の反応



〈ヨ ーNH2莞 一一一〈ヨ ーH-N-N-督
schemel.2_2 酸素存在下でのアニリンとNOとの反応 11)

NOSynthase,FAD,FMN

/20HN/yHNH-0.i_2.H2N/yHO

H2Nl"C｡.i H2Nl"C｡.H

-一丁一三一NADPH+lrNADP十
H"y"H2

H2Nl"C.N.AHDOS
L-A,glnlne NG-1tydroly-L,ArSinlne LCLLnluLue

scheme1-2-3 アルギニンからのNOの生成



TypeI TypeII Ty甲 llL

神経型 nNOS 誘革製 INOS 血管内皮塾 .eNOS

発現する主な細胞 神軽細胞 マクE3プア-ジ細胞 血管内皮細胞

グリア細胞

肝実箕細胞

血管平滑筋細胞

メサンギウム細胞

分子t (kDa) 160 130 133

群兼の発現 構成型 誘ヰ型 補成型

酵素の活性化 上昇 上昇

細胞内局在性 細胞質 細胞質 細胞膜

Tablel･2･3 NO合成酵素 (NOS)の種類と性質



Substrale Product
NO十02 NO

萌 廟 ,99 2
Adenlne HypoxanthIne

o 0

H2朗 .H鵜 1, 85 0
Guanlne Xanthlne

H2NHIhb .Hlb 28 0
Cytosine uTaCil

AdenosJne lnoslne >99

Guanoslne Xanthoslne 81

CytJdlne Urldlne 47

Tablel･2･4 NO十02系による核酸塩基とヌクレオシ ドの反応 11)



第 3節 現在 まで に報告 され てい る NO測定法

測定法は大きく分けて間接的 ･直接的の2つのタイプに分類される｡ (Tめle1-3-1)

(1)間接的測定法

EiOを直接捉えるのではなく,NOが生成 した後に関連物質を測定することで.h'Oの

生成丑を推測する方法である｡

l Gness法

間接的測定法の代表例として, _T<0の安定酸化生成物であるNO三を測定するGriess法

がある｡ この方法は〟-1-ナプチルエチレンジア ミンとスルファニルアミ ドを酸性下

tlO{と反応させ,ジア/カップリングさせ ることで,543rLmの吸光度を測定するもので

ある｡また,さらに高次の酸化体であるNOlもカ ドミウムなどでNO2-に還元することに

より測定できる｡この方法の利点は安価な試薬で.手軽に測定できるということである｡

逆に,吸光法に基づくため,検出限料 ま=▲M程度と感度が低い｡ただし,HPLCと組

み合わせることで高感度化することも可能である14)｡

2 DANによるNO2周り定法

上記と同様の原理を用い,蛍光法に発展 させたのが2.3-ジアミノナフタレン (DAN)

を用いるNO27RlJ定法である｡これはNO{の溶液を酸性にし,ジアゾ化を経てナフ トトリ

アノールが生成することに基づいている｡この方法の検出限界は 10nMである｡ナフ ト

トリアソールは375nm励起と短波長であるため (FJg l13-1),生体由来の大雄物質の

蛍光が影響することと,その蛍光強度は pH感受性 (FJg 1-3-2)で. トリアソールの71

｡トンの付加 ･脱軽によって変化することには留意 しなければならない｡

3 Radl01SOtOPe (Rl)法

これは,1分子のNOが 1分子の L-アルギニンからNO合成酵素によって生成される

取.1分子の L/シ トル リンを副生することを利用 したものである｡'Hや 14Cラべ/L,した

しアルギニンを用い,NO生成後,しアルギニンとしシ トルリンをイオン交換カラムに
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- ｣._

よって分推 して,L-シ トルリン生成生を放射活性をもとに測定し,それを.T～JO生成丘に

換井するものである｡NO合成酸素から生成するh'0のア ッセイには高感度である点か

ら.必節の方法である｡実際,NO合成辞表のクローニングが成功したのも本方法を開

発できたことによる｡問臥 与としてはR】を用いる頼経さとリアルタイム測定-の応用

を行いにくいことである｡そのため消辞し-アルギニンとL-シ トルリン生成Jtをかフタ

/レアルデ ヒドで誘導化後にHPLCで検出する方法 l'や 1-Nラベルした L_アルギニンを

用い.11N心 シ トル リンをHPLCIMSで検出する方法 J4'なども開発された｡

(2)直接的測定法

前述したが,生理的なNOの寿命が短いために直接測定が困難であることから.間接

的な測定法が広く用いられているのが現状である｡ しかし,NOを測定する方法として

望ましいのは,やはりNOを直接で測定する方法である｡そのため.工夫を凝らしたさ

まざまなArJ定法が報告 されており,これらを英験の目的によって うまく使い分けること

が肝要である｡

1 化学発光法

a オゾン法

化学発光法が極めて高感度であることから,NOが EDRfであることの証明に用いら

れたのも本方法である｡NOはオゾンと反応すると励起状態のNO三を生成 し.基底状態

に戻る醇に発光する｡ この反応は気相中でのみ起こり,当時は大気中の公害ガスである

NO.測定に用いられていた｡ したがって,生体サンプル中のNOを測定するには,気相

中にNOを追い出す必要がある｡その際,生成 した NOの l(泊%が移行するとは考えに

くく,また.生成するNOをリアルタイムで測定することは困岸であるため,安定な酸

化体NOZ,NO{やニ トロソチオールにヨウ兼などを添加 し,NOに道元することで間接

的に側定する方法もある｡ しかし,そのためにNOに対する特異性が下がってしまうこ

とが考えられる｡もちろん気相中の NO測定には向いており,臨床において呼気中の
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hfOをモニターするような用い方-'=は娘適である｡

b ル ミノール法

本方位は当研究室菊地らにより開発され,既存の方汝の中では長都感度の検出限界 1

pMである｡NOは過酸化水素存在下,ルミノールと反応して.化学発光を起こす｡ル ミ

ノ-ルとの反応種は/i-オキシナイ トライ ト (o:t'oo)であると考えられる｡E(0が酸

素と反応 してN:0.を生成 し,N三0,か過酸化水盛と反応することで01NOO-が生成するこ

とが報告されている9)｡菊地らはこの方法を摘出野馳 こ応用し,血圧とNOtとの相関

を甜べている｡私は m v.vo系-の応用として,マイクロダイアリシス法と組み合わせた

測定系に改良し,小脳から生成するNOをリアルタイム検出することを行った｡

exvIVO系や LnyTVO系で高感度 リアルタイム&rJ定できることは長所であるが,NO検出

の倍頼性が高くはなく,脳内NOの作用解析に応用可能な.本当の意味での実用的な方

法にするためには,さらなる特異性の向上等,根本的な改良が必要である｡ しかしなが

ら.現時点では化学発光汝に基づく測定法の特異性の向上は困責任であると判断した.

Moncadaらのグループは本方法の検出液をマクロファージのメディウムに混ぜておき,

NO合成酵素を辞等 したマクロファージから生成するNOを顕微鏡下で,可視化できる

ことを報告しているL7㌧ しか し,本系は過酸化水素が検出液に含まれるので,直接生体

サンプルに応用することは避けるべきであ り,稚流系で用いる場合において有効な方汝

である｡また,高感度である反面,NOに対する特異性が高くはない｡したがって,必

ずNO合成辞弄阻筈剤などを用いた対照実験を行って確かめる必要がある｡

さらに,この原理を応用したセンサーが報告されているが,高感度が本系の特長であ

るにも拘わらず,検出限界が 13pM と良くないので改善が必要であろう叫｡

2 蛍光法

化学発光法と比較 した場合,検出の特異性は蛍光色素のデザイン次第で高めることが

できる｡というのも,蛍光性と化学構造の相関が化学発光と比較して明確になっており.

プt=-プ分子のデザインがある程度可能であるからである｡感度は化学発光法より劣る
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とはいえ.かなりの高感度測定の可能性を秘めている｡

lNOが酸素あるいは活性酸素種によって酸化を受けた酸化休とフルオレセインやロ-

ダミンの還元体が反応 し.フルオレセインやローダミンを生成することを利用した方法

である｡活性酸素種でも蛍光性になるので.特異性が低く,検出限界も16pM と良くな

い｡

b ジェン法

NO自身を捉える分子 として期待されるのは,ジェンを用いた測定法である｡もとも

とTM Oのようなジェンは後述するESR法に用いられていたが.蛍光法にも応用できる

分子が開発された 2')｡その分子がNOと反応後,ESR検出可能なラジカ/レとなり,それ

が生体成分のアスコル ビン酸等により退元され.蛍光を発するというものである｡励起

波長が短波長であることと,還元を受ける反応が律速なので,生体サンプルにどこまで

応用できるかを今後注目したい｡

3 1tf垂法

NOを髄気化学的に酸化したときに流れる租流をモニターして,NOの検出を行ったも

のである｡細い電極が作製できるため,特定の一部位のNO測定においては有効である｡

屯極の種類 もクラーク型隔膜電嵐 Nlポルフィリンコー ト型,3屈膜敏捷型 pvI'型 2V

などがあ り.市販もされている｡他にもO-フェニレンジアミン被横型 :')など,さらに

新しいタイプの物も開発されている｡感度に関してもかなり高感度であり,リアルタイ

ムで測定できるという強みがある｡特異性に関しても工夫がいろいろとなされ,ナフ イ

オン膜や rNO選択的透過膜_で屯極を報ったりして.イオン等の酸化を受けやすい物

質を排除 している｡この膜がNO選択性の要となるので,使用の際には吟味が必要であ

ろう｡諦l感度な反面.ノイズやアーチファク トの影菅を受けやすいので再現性に留意す

べきであるが,その髄極の性質を良く知った上で,依蚤に用いる限り,非常に強力なツー

ルであることは間違いない｡応用例としては,血管内皮細胞由来の NO滑走叫やプラジ
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キニンやアセチルコリンで刺激して生成した人の航由丈の NOul定ユ1-,あるいは神桂系

におけるNOの役割の解明-向けた神速組顎における測定三日'I等が挙げられる｡

4 E5R法

ド0は本来フリーラジカルであるので.ESRシグナルを牧瀬することは可能であるが,

ト0自身不安定な上 そのシグナルを得るには低温等特殊な条件が必要である｡ したがっ

て,ESRを用いてNO自身のシグナルを捉える方法を生体における織能解明に応用する

ことができないので,スピントラップ剤と反応させて安定なラジカル種に変換 してから

ESRで測定されてきた.スピン トラップ剤は様々なものが報告されている｡

a pTTO法

赤池 ･前田らにより開発された方法で.カルボン酸を付けて,水溶性の増 した

caTboxyPTIOも市販されている｡最近はその NO捕捉能を利用したNO消去剤としての

価値が高くなっている｡ただし,反応性の糾 ､N02が副生するので注意が必要である｡

b -モグロビン法

ヘモグロビン (Hb)とNOが反応 し,特有のESRシグナルを示すニ トロシル Hbが生

成することを利用した方法である｡デオキシHbは扱いづらく,N O{とも反応 してしま

うのでカルボニル flbを用いた方法が報告 叫 されているが.低温測定が必要であるので

用途が限られる｡

C ジェン法

NOと反応 してラジカル種を生成するジェンを用いる方法である｡感度,物質の安定

性の面から生体サンプル-の応用例はまだ少ないが.NO自身と反応する有機化合物と

いう点で興味深く.さらに発展する可能性がある｡

d ジチオカルバメー ト鉄錯体法 :9J

水浴性の高いN-メチル-D-グルカミンジチオカルバメー ト (MGD)'○川,N-ジチオカ

ルボキシサルコシン (DTCS)HH'鉄錯体や脂溶性の高いN.〟-ジェチルジチオカルバメー

ト(DETC)鉄錯体がよく用いられている｡小動物にスピントラップ剤を投与 して,そ
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のままESR装置;=挿入する∫nvLVO検出における報告が興味汚い.特に,吉村 らにより

DTCSを用い,ラットの LnV'n)イメージングがなされている川ことは特笠すべきである｡

生物を生かしたまま,非役典的にI<0測定できるという点で素晴らしい｡Lバンドの周

波政を用いざるを得ないので感度が奮いが,組鎌への局在や空間分解能などの問頓と同

時.こ解決できれば,幅広く用いられるようになる期待できる方法である｡

5 MRl法

ごく史近,MRlによる LnVLVOイメージングも報告された川｡LPS投与後の肝臓にお

けるシグナル強度増加をESR法でもスヒントラップ剤として使われた MGDで援和時間

(T.)の変化として検出している｡感度やプローブの組織局在の問題があるが,非投頻

測定法として期待される｡

6 吸光陰

やはり感度が低いことが最大の欠点であるが,爽雑物質が少なく,比較的高濃度の

NO測定 (例えば,標準 NO溶按の定丑など)には.コス ト 信頼性,操作の容易さの

点から有用である｡

n オキシ-モグロビン法

オキシ-モグロビンと,NOとの反応後のメ ト-モグロビンとのソーレ一帯の吸収変

化を追う方法｡ マイクロダイアリシス法と組み合わせた応用法も報告されているがユ5)

生体でのNO検出への応用の際には特異性に疑問がある '̀)｡

b HorscradlShpeTOXidase(HRP)汰

HRPのNO配位による吸光度変化を利用 した測定法 】7)｡感度を上げるためには 10cm

セルを用いる｡生物サンプ/L,-の応用には用いられないが,爽碓物質がない標準 NO溶

液の定立には有効である｡
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第 4飾 蛍光法に よるバイオイ メー ジング法

rものをみる｣ということは科学の基本である.人は見えないものを自分の日に見え

る形.こするため,様々な工夫を行ってきた｡すなわち,遠くのものを見るには望遠弟,

小さなものを見るには鎮徴鉄.ものの状態を見る.'=はその滞在装促などである.生命現

盤を捉えるためにはその生きている状態をみることが直接的で信頼できる.百聞は一見

に如かずである｡

しかし.顕微免で小さいものが何でも見えるかとい うと必ずしもそ うではないため,

-つの方法としてわれわれは,その小さいものを蛍光標識してその蛍光を観察すること

でその′トさいものの動きを観案できるようにならてきた｡

たとえば.生きた細胞内の Ca='自体を人は見ることができないが,ca二十を fura-2N)

(schemeI-4-1)や flu0-339)といった蛍光色兵で捕らえることにより,その動態を追うこ

とができるようになった｡そのことにより従来知られていなかったca三◆にかかわる生命

現象が数多く知られるに至った｡

先はどなちそきたと書いたのは,まだ小さいものすべてを横織することができないか

らである｡第1節でNOという分子の生体における役割の解明が待たれていることを述

べた｡NOの動態を追 うことができれば,ca2◆同様その役割がわかってくるに違いない｡

ところが,これまでNOという分子の動きを蛍光顕微鏡下で捉えることはできていない｡

というのも,NO感受性蛍光色素が存在しなかったからである｡そこでわれわれはその

色素を発見しようと試みた｡

最近では多種多様な色素の開発,あるいは顕徴弟.カメラ.画像処理装置などといっ

たハー ド面が改良され,さらには光軸方向にも分解能のある共焦点レーザー顕微鏡も用

いられている｡また,それらの使い方の工夫といったソフト面も進んでおり,木下らに

よりl分子イメージングなどの試みもなされるなど-o',今後のこの蛍光を用いたイメー

ジング法のさらなる発展は聞達いないと考えている｡





第 2章 NO感受性蛍光色素 DAF-2の開発

第 1飾 2,3-ジア ミノナ フタ レン (DAN) を用 いた NO測 定

(i)ジアミンでNOを捉える

hTOの作用解明を目控にする分析手法 としては.開発者だけで行える実鼓は限られ,

追試も必要となるため,さまざまな分野の将門家が用いることのできる汎用的な方法を

開発することが望ましい｡となると吸光法,蛍光法.化学発光法のいずれかの原理に基

づくのが適切であると考えた｡前述したとおり.lT<0は低法度であるため,高感度検出

が不可欠である｡吸光法に基づく軌定法は簡便性という点において特に摩れるが.NO

測定には感度という点で限界がある｡そこでまず,感度的に申し分のない化学発光法に

基づくル ミノール法でNOを捉えようと試みたが,前章で述べたように,特異性を持た

せることは非常に困難であった｡さらに過酸化水素を用いるため,その応用範歯に制限

があり,私の目指すNOの共の作用解明にとって必ず しも満足な測定法ではなかった｡

そこで感度は劣るが,特異性.応用性に優れた蛍光法に題づくNO軌定法を開発する

ことを考えた.感度が劣るとはいえ,攻光法に比べればはるかに高感度であることが期

待され,生体内で機能 しているNOを捉える可能性は ト分にあると判断し,実際に着手

した｡

蛍光故によりt<0を軌定する場合,その原理となるNOに特異的な反応が必要である｡

しかし.NO 自身の反応性はそれほど高くはなく,金属錯休-の配位など限られた反応

しか知られていないことは前車第 2節で述べた｡そのうちわれわれはアミン類との反応

性に着目し,詳細に検討 した｡

当研究室において,酸素存在下 NOはアニ リンと反応 し,ジフェニル トリアゼンを生

成することを明らかにした (Schemeト2-2)'-l･MlskoらはDANが敢性条件下NO{と反

応 し.DANとは蛍光特性の異なるナフ トトリアノールを生成することを明らかにし,蛍

光法に基づくNO{測定法を即発した一り.そこで,われわれは DANをはじめとする芳香
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族節操ジアミンが酸素存在下･中性真作で:<0と反応 レ. トリアゾ-ル拓を生成するこ

している叫｡私は次項で示すように酸素の代わ りにPTIOを敵対 ドナーとして用いるこ

とが可能であることも明らかにし.この測定法をラット大動脈平滑筋細軌 ウシ大動脈

内皮細胞に応用し,生細胞が生成するNOを実際に捉えることができるかどうかを確か

めた｡

(2)ラット大動脈平滑筋細胞より生成するNOの測定および反応練絹の考察

Flg2-1-1は LPSとサイ トカインで刺激 し.iNOSを扶導した平滑筋細胞より生成する

h'0を測定したものである｡DANを含む培養液の蛍光強度が特集時間と共に増h]してい

く様子が分かる｡細胞が NOを産生しない条件で NO ドナーであるNONOateを堵美校に

加え,同様に培養 して蛍光強度変化を測定 し,CahbraLIOnを行ったところ,2時間で約 6

pM (約 2斤noVceMl)のNOが生成 したことになった｡pTIOはNOを酸素よりも速く酸

化し,感度をさらに向上させるため用いたのだが,濃いほどよいというわけではなく,

最適丑 (ここでは 101⊥M)が存在することがわかった｡NOの生成丑を減らすため,初

胞数を減らしてみたところ･見かけ上 pT10を入れない時の方が感度が良くなった (Fig･

2-1-2)｡恐らくはO-lOL⊥Mの間に最適土が存在すると考えている｡

そこで過剰のP¶0を加えた時に感度が悪くなる原因を検討したところ,

1 PT旧 がラジカル種であることから蛍光をquenchするため｡

2 PT10が uv吸収をもち,励起光を吸収するため｡

3 DANとの主な反応種 (Nユ0,)の生成丑が減少するため｡

が考えられた｡1と2は確かに影響しているかもしれないが,ナフトトリ7ノールの溶

液にprnoを加えていっても,この実験結果が説明できるほどには蛍光丑が減少 しなかっ

た｡しかし,3の反応種の生成が減少するということで説明できると考えた｡つまり,

DANと反応するNOの酸化体はNOとNOが酸素またはPTTOによって酸化を受けて生
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成した NェOLであると考えられ.pTl0を過払 こ加えるとト0よりもNOこの方が多くな り

バランスが崩れて,結果として N_0 の収丑が減少するためlこ感度が悪くなったと考え

られ る (Scheme2-日)｡

(3) ウシ大動脈由来血管内皮細胞より生砿するhTOの測定

cNOSを有する血管内皮細胞より生成するNOの測定は,その生成丑の少なさのため

に非常に国葬であり.オ-/ンを用いる化学賢光法叫などでは行われているが.簡便に行

える方法は存在していないcDju'を用いる蛍光法が内皮細胞にも適用できれば,h70S

阻害剤の開発の際のアッセイ法に使えるなど,その布用性は大きいものとなる｡FIB.

211-3の Aはバップ7-として PBS(+)を用いた結果で.bradyklnlnを加えなかったもの

や NOS阻害剤を添加 したものに比較 して蛍光の増加生が大きく,NOの検出はできてい

る｡ただ,コン トロール群も増えている理由としては,励起波長が短いため,細胞から

NADIlなどの蛍光性物質が漏出したことなどが考えられる｡このコン トロールの増加丘

を差し引いて計井すると培養液に 0.15llMのNOが 2時間で細胞から産生されたことに

なる (004nmol/100トgprOLelnAlr)｡オゾン法による報告 (FIE2-l13のC)と比較 して

やや少なめであるが,バッファー中のCaZ◆浪度の連いや細胞培養等の条件の速い,測定

法の違いによるものと思われる｡

FLg.2-I-3の Bはバッ77- として KRPを用いた結果で.カルシウム濃度がpBS(+)

よりも低いためか,NOの産生丑は少なかった｡

血管内皮細胞より細胞外に生成する NOをDANで捉えることはできたが,より長波

長励起かつ高感度な試薬の開発が望まれた｡

(4)培養細胞より生成するNOのバイオイメージング

血管平滑筋細胞,血管内皮細胞についてDANを用いたイメージングを試みた｡DAN

を含む堵幾液に細胞を浸し,その培養液を除いた按,DANを含まない培養液に取り番え

るのであるが.DANは脂溶性が高いために細胞膜に分配し.washouL後それが徐々に溶
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出するようであった｡また,uv励起による細胞自身の白東嶺光が強く,不当に染まっ

ていたのかも実際にはよく分からなかった｡ したがって,DAIiが細胞に局在化しないた

め,蛍光顕微鏡を用いたイメージングは不可能であると結論づけた｡

(5)まとめ

細胞が産生するNOをジアミン (DAiV)を用いて捉えることが可能であることが分かっ

た｡ただし.より長波長励起かつ高感度な試薬の開発が望まれ DAN自身を用いたイメー

ジングはできなかった｡

-27-



蛍
光

の
増
加
1エ

･l…0707r i g

一一亡トー

一一一く>･.･.I

一一0-

+

こ=

==ここ=

一一うー

PTlO30トLM

PTlO20トLM

PT1010トLM

PTIO 5LLM

PTlO OトLM

PTl020pM +L-NMMAIOmM

PTIO20LLM 刺激していない細胞

検出条件

培養液 DANIOOトLM,L-ArglmM,300ト仙/ell 刺激後 13時間 細胞政6×105/well

Fig.21日 ラット大動脈平滑筋細胞が産生するNOによる蛍光強度変化 (1)



｢(U

0

0

0

0

0

0

3

2
蛍
光
の
増
加
11

-1⊃- PTlO30LtM

-.◇- PTIO25トLM

-.0- PTIO20トLM

一･････△- PT1010LAM

-1計- PT10 0LLM

0 30 60 90 120

培養時間 (分)

検出条件

培養液 DANIOOトLM-し-ArglmM.500pVwell 細胞政 9×104/well

Fig.2-1-2 ラット大動脈平滑筋細胞が産生するNOによる蛍光171変化 (2)



N203HNO2,H20

い一二;二二 ･各
DAN naPhthotrlaZOle

工

H
H
RIM
Nh久

篭2文N"二2"O山 江::▲○"-忘文芸N
HONR-N

＼

/

N
HJ･･;L

＼11ノ○

0
2
N

N
H
HH

RIN
NR-NN

-

-
㍗
･.･･･､

一一二

Scheme2-1-1 DANに代表されるジアミンとNOの推定反応機構



~･.⊂トー b｢adyklnlnlOトIM

-~◇~ bradyklnln lけM

+ bradyklnln (-).
し-Arg(-)

~ムー~ bradyklnlnlO卜M,
L-NAME1mM.
L-Arg(-)

0 30 60 90 120

培養時間 (分)

検出条件

培養液DAN100LAM.PTl00トIM.L･Arg1mM
InPBS(･)(Ca2◆090mM),300pVvvell
蛋白圭1248pgN/e"

叫

祁

蛍
光

の
増
加
量

一一一⊂ー bradyklnln10LIM

一一･･〇一 bradyklnln 1IIM

一イン.･bTadykinln(-),
し-Arg(-)

0 30 60 90 120

培養時間 (分)

検出条件

培奉束 DAN100llM.PTl00什M.LArg1mM
inKRP(Ca2'054mM).300 トIVwell
蛋白Jt1248帖 rNe"

C
.
qtTI.M･"JIT

■瓜 l. ●LAL)YLIW

b p- JLq ･Yh <仰 ■山 Ar山J■■■ニJ二三｣■lEJO山･▲▲■Jf仙 JJJ■･Ll■･■-■･■■J一■■●●-■▲ヽ■■′-∫.-1■■1■-▲日K山一-1吋rlpIJ▲▲hiJl■LIEPr̂JJ山叫･▲…MLNrNJHl山■一■fJtdr▲k.-れl▲■仙 EJkAJ)･叩 くー ■J叫 IP･JLEJ山q岬 Id l■OQJqI-.一･■仔Jt〟
⊂ノ l▲ J l

Fig.2･1-3 ウシ大動脈内皮細胞が産生するNOによる蛍光強度変化



第 2節 DAN-IEEを用いたバイオイ メー ジン グ

(i)DAN-lEEの開発

DAT1-を用いたイメージングの際に間掛 こなったことの-つは,細胞内に色素が局在化

しないことであった,そこで.波長と蛍光強度の悶噛はそのままとし,局在化するため

の官能題 (エステル)をDju に導入した DAl-IEEを合成した くSc1℃'TK:i_12-1)｡これ

は脂溶性の糾 ､エステル体が細胞膜を遷過 し,細胞内のエステラーゼにより加水分解を

受けることにより細胞外に漏れにくい水溶性の増 したカルボン酸 DA〟-1になるように

デザインしたものである (Scheme2-212)｡ナフタレン環に官能基を尊入することも検

討したが,収率が良くないので,もともと反応性の高いアミンを修飾することを考えたa

ナフトトリア/-ルを見るとトリアノール環に水菜原子が 1つ存在する｡この水素原子

)つ分だけDANになくとも,NOとの反応は進行するだろうと考えたわけである｡した

がって.DANの片方のアミンに修飾を施すことが可能であると判断した｡ベンジルを挟

んでいるのは,nuorophoreの共鳴系に蛍光強度を下げる可能性の高いカルボン酸を導入

したくなかったことと (Table2-211),立体経書を作ってエステル基がアミンに近づけ

ないようにして分子内での環化を防ぐことによる｡

さて.肝心の蛍光変化は Flg2-211のようにほとんど無蛍光の DAN-1にNOを作用さ

せると.蛍光性の トリアゾール休を生成することを観測した｡ トリアソール体の蛍光強

度はナフ トトリアゾ-ルに比べ2割ほど弱かった (Table2-2-2)｡F▲g2-2-2はNONOale

による蛍光強度の経時変化を示 しており,定量的にNOを測定できることが確認できた｡

(2)ラット大動脈由来血管平滑筋細胞のイメージング

次に生細胞が生成するNOのイメージングにDAN-1EEを応用 した｡細胞は比較的大

丑のNOを生成するiNOSを誘導した血管平滑筋細胞を用いた｡

底がガラス魁のシャーレにラット大動脈平滑筋細胞を培養 し.実験の約 10-12時間前

にLPSとサイ トカインで細胞に刺激を行い,NOSを誘溝する｡培養液を 10什M の
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DluV_lEEを含む KRPに取 り替え,r℃で 1時rli】拭 兼し･色素を負荷する その後

"pash｡uLL,L-Argや ･,m LhLAを含む KRP･こ取り枯え.Ex･330-385nm-EmJ20mm以

上の細胞内の蛍光強度変化を蛍光顕頗鏡下で牧療した｡

F)8･2-213は測定開始時と渦定 30分後の蛍光強度を擬似カラーで示した団である｡細

胞の中央付近の蛍光が車いが,これはその部分の細胞の惇みが大きいため光路長が長い

ことに起因する｡F'g_2-2-4はその経時変化を示したものである｡培養液中にL-ATgが存

在すると,ト0が産生されて蛍光強度が増加 している｡NOSの熊合的な阻宰剤の

L.NMMAが存在すると蛍光強度の増加は抑えられたd若干.減少しているのは色素の細

胞外への漏出.または色素あるいは自家蛍光の退色に由来するバ ックグラウンドの蛍光

強度の減少 (後述)によると考えている｡

次に,測定の途中で薬物を加えた｡Flg.2-3-5の^は LIATgO5mM存在下で測定し始

め,途中で L-NⅦ 止A 10TTiM を加 えたところ,蛍光強度の増加が止ま った｡Bは

L-NMMA lrTiM存在下で測定し始め.途中で L-ATglOmM を加えたところ,蛍光が増加

し始めた｡

(3)問題点

NOを蛍光画像として捉えることに初めて成功 したが,より感度の高いプローブの開

発が望まれた｡すなわち,血管平滑肪細胞のような NOを比較的大量に生成する細胞で

感度がぎりぎりであると,今後,作用解析を行いたい cNOSを有する細胞に適用するこ

とは困軒である｡

また,励起波長が短波長であることが間街であることi)再認托され.細胞に対する傷

害の可能性がある上 細胞自身のもつ NADH等に由来する自家蛍光の影響が非常に大き

かった｡この自家蛍光は励起光により退色を起こすため,励起光を当て続けると全体の

蛍光丑は汝少していくことも分かった｡ したがって,自家蛍光の影響が小さいとされる

長波長励起のプローブの創製が望まれた｡
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長径に,細胞にDJl加-1EEがrTuJ在化 したため詳細に検Fは 行ってはいないが,本当に

細胞内でエステルが切れて DJLNllを生成し.それが NOと反応 しているのかは不明であ

る｡エステル体のままでも,NOと反応すれば トリア/-ル体を生成 し.蛍光を発する

ことは椀察している｡ しかし,DAIlのせ合は細胞にF,う在化しなかったことを考えると,

誘導化の目的は達成 している｡

(4)まとめ

DAN-1EEを開発することにより,血管平滑筋細胞より生成するNOのイメージング

に成功 した｡ しかし,さらに高感度で可視光励起のプローブの開発が望まれた｡
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置換基 蛍光波長への影書 蛍光強度への影書

alkyl なし ほとんどない

-OH一一OMe.-OEt 長波長側-移る 増加

-cooH 長波長側へ移る 新 しく減少

-NR2 長波長側-移る 増加

-N0,-NOっ 消失

-cN なし 増加

-sH 長波長側-移る 減少

-F.-CトBr,-1 長波長側-移る 減少

-SO3H なし なし

TabJe2･2-1 蛍光性に対する置換基の効果 55)
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第 3節 DANよ り優れ たジア ミンを有す る蛍光色崩 の創製

第 1都で述べたように,DANはL:qOS由来のト0を捉えることができたのだが.CNOS

由来の hTOを捉えることは感匿的に余裕がないため実用的ではない｡われわれが知りた

いのは神鮭細胞由来の NOなどcNOS由来であり,生理的に橡能 している NOを測定す

るバイオイメージングには,より高感度な式典が必要であると考えた｡

(1)NO蛍光プローブの要件

市旗されているジアミンのうち,FI茎.2-3-1に代表される有用である可能性があるもの

について検討したが,NOとは反応するものの,いずれ も感度,酸化に対する安定性の

点でDANの方が摩れていたため,新規に合成 しなければならなかった｡

NOのイメージングに用いる蛍光プローブに求められる条件としては.

1 加熱,加圧なしに中性の水中で単に起ぜるだけで反応すること｡

2 その反応がNO特異的に高収率で進行すること｡

3 プローブ自身や生成物が共に安定であること｡

4 反応後にダイナミックな蛍光特性の変化を起こすこと｡

すなわち,波長が変化するか蛍光強度が増加すること｡

5 細胞自身の自家蛍光やフォ トダメージを軽減するため,可視光励起であること.

6 細胞にプローブを局在させることが可能なこと｡

が挙げられる｡

まず,私は蛍光性のナフタレン骨格やベンゾフラン骨格を有するジアミノ化合物をデ

ザインし,合成 した｡合成に成功したものを Flg2-3-2に示 した｡なお,デザインの際

に参考にした経験的に知られている蛍光性に対する旺換基の影gFをTable2-2-1に示 した｡
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(2)ナフタレン骨格を有する化合物の棉p.･T

L.21D■amlnOnaPhlhalene Ba･nLxrgerらの報告している方法 (1-Phenylaヱ0-2-rLaPhLJlyLaLTMe

の亜鉛による還元｡) 一̀L.こより合成O殻化されやす く不安定で,画定には

使えない｡ナフタレン窮のα位にアミ/基が付くと 一般に β位のものより

も酸化されやすいように思えた｡

化合物 3 DANにスルホンアミドを導入 した｡ ジアミン Exl350nLn-Em 450mm ,

トリアノール E.Y370nTn-Em 44511JTh ほとんど要化しなかった｡励起波

長が短波長で,蛍光強度もDJLNを著しく越える程には強くなかった｡

(3)ベンゾフラン骨格を有する化合物の検討

化合物 11 NOとの反応前後とも無蛍光｡Brから誘導化 しようと合成 したが,後述の

if,姓 の結果より断念｡

化合物 15(60MeBF) ジアミン Ex330nm-Em 434nm (千/レ吸光係数 25×]0一

灯】cm-L,相対史子収率 ･0091), トリア/-/L, Ex330rLm-Em 442nm｡

蛍光強度は弱く,ほとんど変化しない｡

化合物20(70MeBF) ジアミン Ex335nm-Em 440nm (モル吸光係数 24× 10°

hflm-[.相対量子収率 o_22).NObubble後 Ex320nm-Em.390 nm｡

NOと反応することで蛍光強度が減少｡NOと反応することで蛍光が減少 し

ても,その減少量をモニタすることで NO測定できるが,蛍光の増加を利

用することよりも特異性が低くなるため望ましくなかった｡つまり.イメー

ジングを行 う晩 蛍光が減少することは化合物の分解,編出,その他の要

因によって起こりうるが,それに比べれば蛍光強度が増加することは普通

はありえない｡

化合物 24(恥 Ie2BF) ジアミン Ex335nm-Em_438nm (モル吸光係数 31× 10̀

Mllcm l,相対量子収率 066),NObubbJe後 Ex330nm-Em 464n,Th
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NOと反応することで蛍光強度が晦皮に減少｡

化合物竺 ベンゾフラン痴･こジアミンをヰ入した シアミン 無蛍光,NObubble鐘

Ex365nm-Em.445mm｡蛍光強度が DA:Nの場合に匹敵 しない｡シアノ基

は加水分解 し,カルボン鰍 こ誤射 ヒするために導入しているが,カJL,ボン

酸は一般に蛍光強度を下げる方向に作用する. したがって,シアノ基の時

点で DANよりも弱い蛍光強度であることを考慮するとこの化合物の誘導体

は期待薄であり,これ以上は進めないことにした｡





弟∠l節 ジア ミノフル オ レセイ ン (DAf)頬の開発

DA:Nll正 を NOイメージングプローブとして開発したが,感度や励起波長などの間

鼠点のため満足のいく蛍光プローブとはならなかった4そこで.得られた情報を新しい

蛍光プローブの設計にフィー ドバックし,前節で述べたように様々な化合物を合成しつ

つ.検討した結果,フルオレセイン骨格にジアミンを導入するに至った｡

(1)DAFのデザインと合成

可視光励起.高い土子収率で知られているフルオレセインは,それ 自身及びその誘導

体がさまざまな用途の試薬に応用されている｡Ca:◆プローブ nuo-3の蛍光 on/offユ9)や弱

い蛍光強度のアミノフルオレセインのアミノ基がアセチル化されることにより強い蛍光

が発せられること45)から,私はベンゼン環の置換基からキサンテン環への屯子供与があ

るフルオレセイン類は一般に低量子収率であるのではないかと考えた (scherrに2-4-I)｡

DANや前節で述べた化合物の詳細な検討か ら,ジアミンは屯子供与的,NOと反応後の

トリアノー/L,環は忠子供与性が弱くなることが分かった｡その仕組みをフルオレセイン

骨格に応用 し,新規 NO測定試薬をデザインした｡

Scheme242,Scheme2-4-3は上記デザインに従い,合成されたDAJ;-1からDAF一石を

示したものである｡DAl=-4,5,6は水酸基のオル ト位にC)を雅人し,水酸基のpK..を下

げ.中性付近での pH変化による蛍光強度-の影響が′トさくなるように設計した｡

ニトEZ基の還元はラネーニッケルやパラジウムを用いる接触遺元法あるいは酸と鉄や

スズといった金属を用いる遭元法では成功せず,硫化ナ トリウムを用いる還元法叫で高

収率を得ることができた｡前者の還元法では恐らく,キサンテンの還元が起き,sche,rK!

ト3-3のような還元型フルオレセインが生成するものと考えている｡アルカリ状掛 こす

ることでフェノール性 oH基の71Jプロ トネーションが起き,キサンテンの電子密度が上

がって還元されにくい状態になるものと思われる｡



(2)DAFの性質

Flgl2-4-1は DAF2のhTO添加による血起スペクトルと蛍光スペク トル表化を示した

ものである｡DAf静液に NOガスを通気させると瞬時に写六のような蛍光物質を生成 し

た｡スJ<ク トルよりNO添加により励起 .蛍光波長が変化するのではなく-ほぼ同じ波

長で蛍光が増加 していることが分かる｡この蛍光の増加が トリアノール体由来であるこ

とは ‖-NhtR.MSにより確認 した.

DAFが トリアノール体に変化することで蛍光を発する原理に関しては,Photollnduced

elect'onLraJISfer叫によると考えている (F'g.242)｡フルオレセインを反応部位である

-ンゼン府側とフルオロフォアであるキサンテン側とに分けて考えると説明できる｡光

によって励起された範子が基底状態に戻るときに発せ られるのが蛍光であるが.反応前

のジアミノ体の場合,ジアミンの付いたベンゼン環の HOMO レベルがキサンテン側の

HOMOレベルより高いため,光エネルギーにより屯子が励起されたときに,空いた亀子

の軌道に矢印のように屯子が流れ込んでしまい,蛍光を菟することができない｡一方,

トリアノール体になるとHOMO レベルが下がり,この現象が起きないため,蛍光を発

すると考えられる｡

FJg.24･3は NONOateより生成 した NOによる DJu=-2の蛍光強度の経時変化である｡

NONOaLeの添加量や半減期に相関を示 し,NOの丑に依存 して蛍光強度が変化すること

が分かる｡

次に.DAE-1～DAF-6の相互比較を行った｡

Flg244はそれぞれの DAl=10LIMを用いてNOに対する検生糸を引き.比較してい

る｡どの DAFもNO と反応 し蛍光強度を増加 させるが,DAY_2とDAF-4がその中でも

やや満感度であるようだ｡ (検出限界 15nM)

Flg2-4-5は clの有無の違いがあるDAF-2とDAP-5の トリアソール休 (DA戸-2T,

DAY-5T)のprI変化による蛍光強度への影響を示 している｡DAY-2TはpH7より小さ

くなると庵夷削こ蛍光強度が減少するのに対し,DA戸-5TはpH6より小さくならないと睡
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弧 こ減少することはか ､｡デザイン通り･DAr-5Tの水酸基の pKlが DAF-2Tのものよ

れも小さくなっていることでこのようなぷいか生じたものと名えている｡

TabLe24-1はDAFのスペクトル特性を表にまとめたものである｡ トリアソール体にな

ることで.蛍光皇子収率が劇的に上昇することが分かる｡また.clの導入されている

DAFJ.5.6の励起 ･蛍光波長が DAF-1.2.3のものよりも約 10rL'nずつ長波長tRlにシフ

トしている｡

Table212-2を改めて見ると,DANの トリアノール体のJt子収率もかなり高い｡今回開

発したDAFはそのモル吸光係数の大きい分だけ強い蛍光強度になっているものと思わ

れる｡

Flg.2-4-6は トリアゾ-ル体の検丑線によるDANとDAFの比較である｡蛍光強度は

DAFの トリアノール体の方が約 24倍大きいことが分かる｡ したがって,爽雑物質の存

在しない系においては,DAFを用いたNO測定法が最大24倍 DANよりも高感度になる

はずである｡ しか し実際には,DAFの励起波長 と蛍光波長が近いため.5卜M以上の濃

度の DAfを用いると蛍光のクエンチングの膨響がある｡そのため. DANと同 じ 100

LIMで用いることはできず,約 5倍の高感度化であった｡HPLCを用いる検出の場合に

はより高感度な測定が可能であると思われる｡FLg.2-4-7はNOCI31llMに対する最適濃

度を調べたものであるが,10ドM程度の DAFを用いるのが適当であることが分かる｡私

の目的は生細胞に直接 DAFを適用することであるので,細胞毒性等の観点か ら,その

軌こはできるだけ低濃度で用いる方が望ましい｡ したがって.そ ういった意味からは好

ましい結果である｡

DAf-210トIMを用いる際の NOを捕 らえる効率,つま りNOに対する トリア/-ル体

の収率であるが,FIB.2-4-4の DAf-2の傾きはFlg246のDAf-2Tの傾きから約 18%で

あると判断できる｡反応機構 (scheme2-I-1)からNO2分子で 1分子の トリアノ-ル休

を生成すると考えられ るので.媛 りの約 64%のNOは気相中-逃げたり,酎 ヒ後,水 と

反応して NO{に変化 しているものと考えられる｡h.O捕捉効率が )00%に近くないこと
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はD,げ が NOラジカル 自身とは反応せず,IT10●(hzO.)と尉 LF=することに由来する｡

sche,Tt1-2-1で示したようにNOが0三と反応して八〇三を生成し,それがNOと反応する

ことで N20】を生成する｡N20,とア ミンの反応はモルホリンのニ トロソ化の速度定款

64×10'lu 'sE叫 から考えて･律速にはなっていないと思われる｡おそらくはNOとo:

との反応が律逆反応であろう｡このNO自身を捉えない潤定法は二つの意味をもつ｡-

っはNOの髭化がやや遅いため,感度が高くならないという悪い面｡ もう一つは情報伝

達分子であるNOを捕捉 しないため.情報伝達の阻富は起こさない良い面である｡実晩

Gal-◆プローブがbufrerTVlg作用を示し,問庖となるケースも知られている｡

DAFのNOに対する特異性に関しては高く,生理的条件下においてはNOの安定酸化

体であるNOzや NO{とは反応せず,他の活性酸素種の02Lや過酎 ヒ水素による蛍光性物

質の生成は見られなかった｡

(3)まとめ

NOを可視光励起で高感度 .特異的に測定できる蛍光プローブDAF類の開発に成功 し

た｡
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ジアミノ体

低量子収率

NO + 02

トリアソール体

高量子収率

Sclleme.241 フルオレセイン誘導体の蛍光性を決定すると考えた因子
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Fig.2･4-4 DAF(10llM)によるNOの検量線
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t子収率は01MNaOH水溶液中でのfluoresceinを0.85として井

出｡

Table 2_4-1 モル吸光係数.波長と蛍光量子収率
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第5節 DAJ=を用 いた細胞外 NO測定

DAJ=がNO測定に摩れていることが明らかになったため.生物由来の NO軌定系を開

確することにした｡

(1)HPLCによる トリアノール休生成の確認

まず,NO産生細胞の増益液にDAfを加えることで-キュベット内での反応と同様に

トリア./-ル体が生成するかどうかを逆相 HPLCを用いて確認 した｡FIB215-1のAは

HPLCによりDAF2とトリアゾ-ル体の DAF-2Tを分轄 したチャー トで.保持時間は

DAf-2は481mln,DAト2Tは423mJnであった｡Bは DAf12のみの蛍光検出チャ- ト

であり,ほとんど無蛍光であることが分かる｡CはDAF-2をNOS誘導したマクロ77-

ジ様細胞 (RAW2647細胞)とインキュベーションした後の培養液を HPLC分離 ･蛍光

検出したもので.保持時間423TM に大きなピークが現れた｡この結果よりトリアノー

/L,体が間違いなく生成 していることを確認 した｡

(2)マイクロプレー トリーダーによる迅速なNO測定

前項の トリアノール体の確認からDAFを培益城に混ぜておくだけで細胞外に生成 した

NOを捉えることができることが明らかになった｡ したがって,シャーレに培養した細

胞の堵兼液をキュベットに移して,蛍光光度計で NO測定することはもちろん可能であ

る｡しかし,細胞外 NO測定の実際の利用法としては,濃度を変化させたり,複数の試

薬を試験するような大量アッセイが考えられる｡そこで私は蛍光マイクロプレー トリー

ダーを用いる迅速なNO測定法の開発を行った｡

LPSとIFN-γで RAW2647細胞にNOSを誘導した後,培養液にDAPを 10卜M加えて,

2時間さらに培養 し.その培養液の蛍光強度を測定した (Flg.21512)｡NOS阻害剤の濃

度を変化させることで,その阻害剤の阻音曲親が播けることから,この方法はNOS阻

書剤及び賦活化剤候補化合物のアッセイに有効な方法である｡
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また.耶 1節 (3)で述べたように血管内皮細胞から生破するNO測定には DANでは

感針 波長の点から不満があった｡そこで新規にLW発 した DAFを適用すること･=した｡

FIg2-5-3はFlg2-5-2と同嵐 マイクロプ レー トリーダーを用い･ウシ大軌陳内皮細胞

から生成するh'Oを測定した結果である｡用具蚊存的に トリア/~ル生成が抑制されて

いる｡データは示 していないが,DINAldEIOW pMでは抑制しなかった｡生成 した トリ

ァ/-ル体か ら換許して,96穴プレー トの 1穴当た りのCorLnuenLに生えた細胞 (117

mgLOtalproLeiJVweu)から2時間で 60pmoL(濃度 300rtM)の NOがブラジキニン刺激

により生成 していた,



aaJaOSaJOn一j
<HPLCcondltlQn>
Column JASCOFlnePakSIKC18-5(46×250mm)
∈(uellt 10rTIMscdlUmPhosphatebuHer,pH74

-acetonltnle(946.vN)
Flowrate10mLInn
A.Absoh e495nrrI/a.CE1-Em 495nlTl-515nm
lnJeCt]OnVOll.Jne 10pJ

4 8
Tlrne(mln)

Fig.2-5-1 HPLCによる トリアソール体生成の確認

A DAF-2(lドM)+DAF-2T (111M)

B OAF-2(lpM)

C DAF-2を刺激したRAW 2647細胞と2hインキュベ-ション後の上兼
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第6節 DAF誘導体 を用いたバイオイメー ジ ング法の開発

DAFを培養細胞や線紋切片等に応用し.本来の目的である八0のバイオイメージング

を試みた.そこで細胞に局在化のため,6種敦の DAFの うち巌 も感度がよく･pH7以

上で安定なpH特性を有するDAF2を誘斬 ヒすることにした｡

(1)NOイメージング7ロープ (DA戸-2誘導体)のデザインと合成

I R｡Lmanらがフルオレセインのジアセチル体が細胞の中のエステラーゼにより加水

分解を受けることを報告していることを参考にした叫｡細胞膜を透過 し,細胞内のエス

テラーゼにより加水分解を受けて,もとの水溶性の高いプローブに戻るものとして

DAf_2DAをデザイン,合成 した (Scheme2-6-1,Schemc2-6-2)｡アミンがアセチル化

を受けないよう,フェノール性 oH基がデブロトネー トした状態で無水酢酸を作用させ

て合成 した｡ラット脳のホモジネー トを用いてその加水分解速度 を検討 したところ,約

)0-15分でほとんどの DA体が加水分解されることが分かった (FIB2-6-1)｡

2 細胞膜に脂肪鎖が挿入されて,フルオ レセイン部分は細胞の外にあり,細胞外に

出てきたNOを捕らえるものとして,DAY-2C18,DAF-2C15をデザイン.合成した

bchemc216-1,Scheme2-612)｡ というのも,ジアミンはNOの酸化体と反応するため,

軽索濃度の商いであろう細胞外で反応させた方が効率よく,また爽碓物も細胞内より少

ないため望ましいと推測 し,デザインしたものである｡DA戸-2C18はアミン部分にアル

キル鎖を導入 したものである｡アミンにアルキル鎖が付くとそのアルキルが付いたN原

子の方がもう一方の一級アミンの N原子よりも屯子密度が高くなり,NO◆を捕らえる反

応であるN-ニ トロソ化がアルキルの付いたアミンに優先的に起こり,二級アミンである

ためにそこで反応が止まってしまうことを懸念した｡そこでこれまでのプローブと同じ

く一級アミンが先に反応するように,DAN11が NO卸定に成功 していることを踏まえ,

ベンジルを導入した DAl=-2C15を71I-ザインした｡



(2)DAF-2DAを用いた血管平滑筋細胞の生成する卜0のイメージング

DAJ=-2tn は非蛍光性であるため･エステルが加水分解されない限 り蛍光を発しない

､scherTt2-6-2).これを用いてラット大動脈平滑筋細胞より生成するI､Oのイメージ

ングをした｡方法は DAN-1EEと同様であるが,観測する励起 ･蛍光波長を替えた (Ex･

490｡.n,Em.515nLn以上)｡DAヂ-2DAを負荷後細胞を蛍光顕微意下で観察すると明らか

.こ蛍光強度が負荷していない細胞よりも強く,エステルが加水分解されていることが確

謎できた.

細胞の蛍光薄皮の経時変化を泡定したところ,F■g2-6-2のように刻々と生成するNO

の様子を画像化することができた｡DANl1匹 の F■g212-3のデータと比べ.その蛍光強

度の増加がはっきりと観察できている｡ FIB2-6-3の aは刺激によりNOSを誘導した細

胞の堵重液に ImMのL-Jbgを含むときの蛍光強度の経時変化,bは lmMのL-Algに 10

mMのL_N仙 Aを添加 したときのもの,Cは無刺激の細胞の堵義肢に lmM のL-Jugを

加えたときのものである｡aでは蛍光が増札 bでは最初は阻害剤が効いていない細胞

もあるが徐々に増加が止まる,Cでは全く蛍光が増加 しないという結果になり,NOをイ

メージングできることが明 らかとなった｡また,データは示 していないが.培養液に

NONOaleを加えると急激に蛍光強度が増加することも挽祭している｡

この色素をイメージングに用いた際の生成するNOの正確な定立に関しては困難であ

る｡もちろん,細胞外から既知濃度のNOまたは NO ドナーを与えたときの蛍光強度変

化から推定したり.細胞外に放出されたNOを第 5節で述べた方法を含む他の方法で定

tすることにより検量線を作成することも可能ではある｡ しかし,光学系や測定条件を

一定にする制約が発生する上,細胞には長波長励起であることか ら軸定への影響が少な

いとはいえ,自家蛍光が存在しないわけではなく.細胞の厚みや反応姿である細胞内窮

境などサンプルの僻捧差も無視できない｡ したがって,安易に定Jtを試みることは誤っ

た数値を井出する危険性があり,数字だけが一人歩きして結果的にでたらめの考案をす

る可能性が大きい｡そこで私は敢えて正確な定土は困難で,orderの見横もり程度の半定
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i.こ停めることが賢明であるとの単勝 を下した｡実際.Ca:◆感受性盤光色素の場合でも･

細胞外における解推定攻のデ-タを欄胞内でJt,rplLと振起して細胞内濃度を井出してい

るため.正確な定丘は行えないと認護した上で多くの即 勺家が利用している｡バイオイ

メージングは時空間的な物質の虻がりや物質丑の相対的な変化を3Iべる有効な手段であ

ると言える｡

次のような考察もできる｡DA戸-2が捕らえるのは NO白身ではなく,酸化したEI0◆等

価体であり, トリアソール体が生成しているということは.生成 した NOが細胞内で酸

化を受けていることになる｡NO-は反応性が高いため,細胞はそれに対する防御機構を

必要とすると思われる｡正常なtnywoにおいては,恐らくglutath10neや dlth'othTe･LoLな

どのチオール分子や水分子がNO◆を消去しているのであろう｡

(3)共焦点 レーザー顕微鏡による DAF-2C18,DA戸-2C15を負荷した血管平滑筋細

胞の範頼

DAf_2C18は緩衝液中NOと反応 して蛍光を発するのに対 し,DALE-2C15は脂溶性が

如 ､ためか,ほとんど水に溶解しなかった｡実際に細胞にこれらを負荷して.光軸方向

にも分解経がある共焦点レーザー顕微鏡でデザイン通 り細胞膜に脂肪鎖が挿入された状

態になっているかどうかを観察した｡比較のため,DAFl2DAも観察した｡

DAf-2DA 按内も染まっていて,細胞全体が非常によく染まっていることが分かった

o=ig2-64 FIB2-6-5)｡NONOateを培養液に加えると細胞全休が光った｡

この際,問題点として分かったことは,レーザー光のような強い励起光を

当てすぎると退色の影響が出ることである｡フルオレセインは退色しやす

いことで知られてお り,不必要に励起光を当てることは避けなければな ら

ない｡

DAF-2C18 楼内に蛍光がない画像が得られたが,期待 したように細胞膜部分だけが

染まっているわけではなく.細胞質も史まっていることが分かった (Flg
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■■■ ----

2_6_6)｡このプロ-プは細胞投を透過 し,細胞内にたくさんある腕組続に

分配されているのであろう｡ NONOaleを外から加えると核以外の細胞質が

光った｡DAF2C18はDAf-2DAと比較すると負荷のされ方が良くはない

ため,実用的ではなかった｡しかし,修鮪方法の違いで色素の負荷のされ

方が変わることは興味深く.改良によっては DAF-2DAとは異なったタイ

プのプローブが完成する可能性がある｡

DAF-2C15 浮解性が悪いためか-負荷できていなかった｡NOh･Oateを外から加えて

も光らなかった｡



什ClSH31NH2
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scheme2_6_2 DAF-2誘導体を用いたバイオイメージングの原理
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Fig.2-6･1 ラッ ト脳ホモジネー トを用いたDAト2DAの
加水分解によるDAF-2の再生成

吸収スペクトルを3分おきに測定｡
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細線は個々の細胞の蛍光強度を示し､
太線はその平均値を示す｡

Fig.216･3 各条件下における個々の血管平滑筋細胞の蛍光強度変化
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左上図より順番に光軸方向2トIm毎にスキャンした細胞の画億を配置している｡ (対物レンズ倍率40倍)

Fig.2-6-4 DAF-2DAを負荷したラット大動脈由来血管平滑筋細胞の共焦点レ-ザ-顕微鏡像
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Fig.2･6･6 DAFl2C18を負荷したラット大動脈由来血管平滑筋細胞の共焦点レーザー顕機銃傭
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第7節 DAf-2DAを用いた ラ ッ ト脳 にお ける hTOイ メー ジング

店内におけるNOの作用に関しては全く混沌としている｡LTPや LTD現象に関与する

と鍵唱はされているが,確かな証拠もなく,否定するデータさえli在する｡神逢細胞内

;=存在するcNOSは細胞内 ca'◆濃度が上昇する刺激に対応 してNOを生成することは知

られているが,それがどのような故能をするのかは分かっていない｡FLg･2-7-1のように

シナプスの PTe側からの梢報伝達物質によりPosl側の Ca:'濃度が上昇して生成した NO

がPre側にフィー ドバックする逆行性伝達物質として顎能することも提唱されて話題 と

なったが,現在は下火である｡

そこで私は脳をミ科を用いたイメージングを行 うことにより.新 しい知見を得ることを

期待し,ラット脳に DAF-2DAを適用 した｡

(1)生きているラットの脳表におけるNOイメージング

F.g2-7-2は頭蓋骨を一部除去 し-硬膜,くも膜を除いた後,胸表に 10什Mの DAF-2

DAを含む人工髄液 30分間瀬流 した後,蛍光顕微鏡下で観奏した｡ラットは脳固定器で

同定し,筋弛線させ,人工呼吸を施 している｡観索開始後.15分くらいで,斑点状の蛍

光をもつ細胞が現れた｡しかし,この細胞に関しては神経細胞なのかグリア細胞なのか

不明である｡また数時間経つと,血管平滑筋と思われる細胞が蛍光を発 した｡これは時

間スケールから考えて,iNOS由来のNOであろうと考えている｡

このように DAF12DAを用いることにより,(nvLVO においても脳内の NOを可視化で

きることが分かった｡

さらに,詳細な模討するため,脳スライスを用いた実験を行うことにした｡

(2)ラット脳スライスを用いた海馬におけるNOイメージング

捷性sDラット (8適齢)を断頭後,全脳を素早く摘出 し.氷冷した人工駈液中に入

れる｡氷冷後,約 500pnずつの冠状断スライスに切断し･34℃ の人工髄掛 こ入れ･約
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l特例かけてスライスによるダメージの回殻を†キつ｡DAf一三DA (loゆ t)を含む人工髄

勝二大脳スライスを入れ 細胞の上清を取り替え.30分か･1て色炎を負荷した｡負荷鼓.

源未によって凍った色素を洗い流 した｡DAF負荷後のスライスは白金 ･イリジウム合金

の針金を房状にしたものにナイロン製のネ ットを張ったものを殺せて薗定し,励起フイ

Jt,クー450190nm,ダイクロイックミラー505nm-バ リアフィルター5201560mmの付い

た正立蛍光顕故鏡で観察し,ビデオカメラから取り込んだ画漁を解析した.

負荷律の蛍光の局在について観察したところ,海鴨では歯状回の蛍光軽度が特に韓かっ

た｡これは恒常的なNOの生成が歯状回で多いことによると考えられる｡

ところがNMDA刺激を行 うと,Flg217-3に示すようにCAl領域の錐体細胞近辺の蛍

光強度が有意に増加 した｡FLg.2-7･4は FlB.2-7-3に対応する経時変化を示したグラフで

ある.この蛍光強度の増加は NOS粗嘗剤 L-NAMEの添加により抑制されたが,その異

性体で阻害効果のないD-NAMEの添加では影響がなかった (F■g.2-7-5)｡また,NOに

よって蛍光を発しないアミノ基が 1つしかないモノアミノフルオ レセインのエステル誘

導体 (4AFDA)を負荷 した場合は蛍光強度が増加 しない｡ したがって,この蛍光強度の

上昇は7W DA葬り激により生成 した NOによるものであることを示している｡

NMDA刺激により海馬 CAl領域においてNOが生成することは,acuteスライスだけ

ではなく,培養スライスにおいても確認している (ド)g2-7-6)｡

歯状回の蛍光強度はNMDA刺激前から強かったのだが,NMDA弄り激による変化はほ

とんどなかった｡海馬の歯状回はNJWPHジアホラーゼ活性 帥os活性の指標とされる)

が高いと報告されている50Jllが,それが NO生成畳に必ず しも一致しないということを

祝覚的に示すことができた｡

私はN～DA刺軌 こ対する海馬 CAl領域での NO生成を示 したが.その他の燕物や屯

気刺激による変化を調べることや他の部位におけるイメージングにもDAヂ-2DAは応用

可能である｡例えば細胞の種類は未同定であるが.F】g217-7に示すような NO産生細胞

を発見しており,このようなNOに関する新知見がさらに祷られるものと期待できる｡
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Fig .21712 DA F-2DAによるラッ ト脳表のイメージング
上図:顕微鏡下のラット
下図:観察開始6時間後の脳表の蛍光偉





(O
一一
e
t])
A)ISU
a
tu
芯
O
U
O
U
S

a)0
⊃
Ij

0 5 10
Tlme(mln)

15

e lmMNMDA

一一<ト- COnlrol

= 1mMNMDA+ し-NAME

~~8- 1mMNMDA(4AFDA)

Fig.2-7-4 海馬CAl領域の蛍光強度変化

Hpく00lvscontrolbySIudent̀sttesl.Mean±SD n=7

(
u
o
一l一q
lLIU
!
O
U
-0
%
)
^
IlS
u
a
l⊆

OUU
aUSaJ

Onlj 喜 一那 花 ux..書 芯号 q甘U茄⇒

Fig.2-7-5 海馬CAl領域のNMDA (1mM)刺激15分後の蛍光強度

海馬スライスに100LLMのL またはDINAME存在下.DAF-2DAを30分かけて負荷｡

叫p<001vsnolnhlb1110nbyDunnetrstest.Mean±SD n-7･





Fig.2-7-7 NMDA (1mM)刺激後に大脳皮箕において

蛍光を発した細胞体



第 3章 改良型7ロープDAF-FM の開発 と応用

第 1節 叶I特性 の改良

前辛で述べたようにDAト2†ま有用であり,細胞や組範から生成するNOのイメ-ジン

タを可能に したが.応用を重ねるうちに,改良すべき点も見つかってきたoDAfはpH

感受性のフルオレセインを骨格としている｡FIB.2-4-5をみると,DAf-2Tの蛍光強度は

pH7を下回ると急激に減弱することがわかる｡血管内皮細胞などcNOSを有する細胞は,

細胞内ca:◆濃度が上昇するとNOを生成することが知られているが,同時に細胞内のイ

オン組成が変化するため,細胞内pHが変化することがある｡ したがって.細胞内で生

成した DAF-2Tはこの影響により蛍光強度が変化 してしま うことになる｡これはキサン

テン骨格のフェノール性 oH基がプロトン化するためであり (scheme3-ト1),そのこ

とを予測してOH基のpK.を下げるべく,前車で記載 したorl基の隣接位にCLが専入 さ

れている DAF･4,DAJ=-5, DAf-6を合成した｡ ところが,oH基の pK.を下げることが

できたものの,FLgl2-4-5の DAF-5Tの pH特性郎 郎こコプがみられるようにpH617付

近で蛍光強度が不安定であることが明らかとなった｡この中性飾域での pHによる蛍光

強度の変化はバイオイメージング用のプローブとしては致命的欠陥になる｡この原因は

生成する トリアノー/レ宛の酸性度の高い水素の影響であると推定した (Scheme3-1-1)｡

そこで.Flg3-I-1にまとめたような改良を試みることにした｡まず.既に合成 していた

DAFA とDAF-5に N-メチル化を施すことにした｡DAY-6に関 しては収率 ･感度が良く

なかったため検討の対象から外 した｡N-メチル化を行っても, トリアソール体が生成す

ることは DAN-1や DAf-2C18の例から開府ないと判断した｡ しかし,DAFに MeIにて

メチ/L,化を施すとメチ/L,基は電子密度の高いN原子に入 り.メチ/L,が付いているN原

子の電子密度がさらに上昇するため,N,0,がそちらを9E先約にニ トロソ化 し,二線アミ

ンなのでそこで反応が止まって環化しないことで,反応効率すなわち感度が減少するこ

とを懸念 した｡
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そこで,両方のアミノ基にそれぞれ,メチルが入ったものを合成 し.感度を検討 した

(scheme3-1-2,Scheme3-L-4.ScherrN=3-l-5.Scheme3-I-6)｡合成連絡で特筆すべき点は

これまで無溶媒でフルオレセインの縮合反応を行っていたが.メタンスルホン髭を容媒

兼鮭妹として用いると均一な系になるためか,収率が上昇する畿合があることが分かっ

た｡感度の検討方法は同量のNOドナーを添加 したときの蛍光強度の増加Jtを比較する

ことで行い.モル吸光序数,量子収率,It0 との反応効率の77ククーを絶合して判断

することとした｡

その結果.懸念されたニ トロソ件は生成するものの.主生成物は トリ7ノール体であ

り,予想 (FIB31ト1)に反 して電子密度の高い方のN原子にメチル基を導入したもので

あるDAf･4M2が最も高感度で DAfAに匹敵するか若干良かった (FIB3-1-2)｡

pH特性を DAFAM2Tに関 して調べたところ.期待通 りpH6以上で安定になった

(F唱 3-ト3)｡

この検討を行っている殿に,Fを導入 したフルオレセインが光に対する退色が小さく,

王子収率が高く,励起波長が無置換のフルオレセインと変わらないため.共焦点顕微鏡

で用いるん レ-ザーの488nm で効率よく励起できるとの報告521を入手 したので,Cl

原子をF原子に直き換えたものもデザインした｡予想としては DAfAM2と同じ位置の

アミン基が変換された DAf-7M2(DAF-FM)が息も高感度であろうと考えたが,念のた

めOAF-SM2も合成 して比較することとした (F]g.3-日 ,Schemc3-1-3,Scheme3-1-4,

Scheme3-1-6)｡

結果は予想通 りDAF-FMが長も感度が良く,従来の DAF-2よりも高感度であった

(FLg･3-14,Flg4-8)｡pH特性 もpH58以上で安定になった (Fig.3-)-5)｡波長に関

しては垢文通り,Cl原子を導入 したフルオ レセインほどは長波長にはシフ トしなかった

(F'g,3-1-6)｡ トリアソール体の蛍光量子収率もCl原子を導入しているDAF-4よりも

負かった (Table3-日 )｡退色に関しては,FJB31ト7のように無置換のフルオレセイン

に比べ,2倍毎度光に対する寿命が長 くなっている｡実はCl原子を導入 したものも退
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色に対 しては無匿浜のフルオレセインよりも抵抗性があることも分かった.

さらに.水酸基の pK.を′トさくするた桝 こ､テ トラフッ削 ヒした DAfを合蚊しよう

と試みたがフルオレセインに結合する過程の収率が極度に悪く断念した｡

感度や pH特性等,イメージングに必要な条件を総合評価するとDAF-FMが現在のと

ころ最良のNO感受性蛍光色素であるとの結論に遭した｡
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ジア ミンの位置

…:三二== ) 実際に合成し,感度等を要検討｡

5･6-- 低収率一今までの結果から類推して.

感度は上記の異性体よりも良くない｡

7三.･Iへ｢つモ 1 才

･中性付近でのpHの変化に対して蛍光強度
が安定になる｡

･電子密度の小さいアミンに導入する方が

N203との反応速度が高いため高感度であ

ると思われる｡- 実際に合成して要確認｡

フン素原子の導入

･高い電気陰性度のため､オル ト位の水酸基

のpKaを65位から45位に下げ.中性付近での

pHの変化に対して蛍光強度が安定になる｡

･退色しにくいとの報告がある｡

･励起波長が塩素原子を導入した時のように

長波長に移行しない｡ (Arレーザーを用いる
共焦点顕微鏡に有利｡)

Flg.3-l･L 改良型DAFのデザイン
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トリ7ソール体 (1ドM)を01Mリン態ナトリウム溶液に溶かし.

pHと蛍光強度 (Ex515nm-Em 525nm)を測定｡次式でfltllng.

lntenslty=1835/(1+10453-pH),R-09993
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Fig.3-1-4 F化DAF類のNOとの反応性

それぞれの色票 (10卜M)をリン酸ナ トリウム浴液 (01M.pH74)に溶かし.
NOC13と1時間.37oCでインキュベート後.蛍光強度 (DAF-2,DAF-8M2
Ex.495nm-Em 515nm,DAFIFM Ex500nm-En 515nm)を測定｡
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Fig.3･1･5 DAFIFM TのpH特性

トリ7ソール体 (1pM)を01Mリン醸ナトリウム溶液に溶かし,

pHと蛍光強度 (Ex495nrn-Ern515nrn)を測定｡次式でflttlng｡

Intenslty-518/(1+10438-pH).R-0994
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ナ トリウム リン敢緩衝液 (pH74,01M)中で測定｡NO溶液添加後,蛍光強度が安定してから測定｡

Fig.3-1-6 DAF-FMにNOを添加 したときの励起 ･蛍光スペク トル変化



化合物 慧 芯 怒 鮎詫 ㍊ 諾 um
DLamlne Tnazole tLiazokro'm DlarnlneTnazok

xLOl rm xlO I n m nm
MIcml M-1cml

DA戸-2 7.9 (486) 73(491) 513 0∝)5 092
DA戸-4 97 (501) 92(505) 530 0002 0.75
OAF-FM 8.4 (487) 7.3(495) 515 0.(カ5 081

ナ トリウムリン酸緩衝液 (20oC,01M,pH7_4)中でのT--タ｡
土子収率はOiMNaOH水溶液中でのfluorescelnを085として井出｡

Table3-1･l DA戸-FMのモル吸光係数.波長と蛍光量子収率
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Fig.3･L･7 光に対する色素の安定性

それぞれの色素 (10いM)のリン酸ナトリウム績衝液 (01M,pH74)をガラス製のバイアルに入れ.
11月の快晴の東京にて直射日光を当て,1時r'l毎にサンプリングし.蛍光強度を測定｡



第2節 DAF-FM DAを用いた血管内皮細胞 のイ メー ジング

次にDAf-FMの m 体を合成し (Scheme3-ト4),NO生成丑が放生であるために測定

が困岸で,細胞内pHの変化が起 こることが知られるウシ大動脈内皮細胞のNOイメー

ジングに適用 した｡その結果,血管内皮細胞が bradykin皿 (Flg 3-2-1.Flg.3-2-2)や

ca'◆10nOPhorcであるA23187(FIE.3-2-3)刺激により生成するNOを画像として捉え.

イメージングすることに初めて成功した｡Flg 3-2-1は刻々の蛍光強度を測定朗始時の蛍

光落度で割った蛍光比を画像化して示 したものであり,核のある部位の蛍光強度の増加

が細胞質における増加 よりも遅く,核の部分が黒く抜けた画像が得られた｡血管内皮型

のNO合成酵素は細胞膜近辺に存在するとされているので, そこで生成 したNOが何ら

かの機構で楼内-は拡放しにくくなっているか,あるいはDAFが NOを捉えるには酸素

が必要であることから,核内にNOが拡散していても,NOは核内では酸化を受けにく

いことを示している｡

このように bradykinlnなどの刺激によって生成す る極微丑のNOをイメージングする

ことに成功し,細胞質から蛍光強度の上昇が始まることを視覚的に捉えることができた｡
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rig.3-2･J DAFIFMDAによるウシ大動脈内皮細胞のイメ-ジング

10uMDAF-FMDAを含むPBS(+)に細胞の上兼をと換し.37oCで1時間かけて抽垣内に色素を負荷する.
その後.蛍光瀬'&親下にシャーレを移して,JI定を飼始した.lJI定開始時をOsとしており.

2OOsにbradykJnln(01rtM)を加えた.左上図は満足開始前の遷ib光書を示し,

それ以外はiN定開始時からの蛍光強度の変化辛を色のiA淡で示している.
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Fig.3-2-2 DAF-FMDAを負荷 したウシ大動脈内皮細胞の
蛍光強度変化

10秒毎に捷像し.1個の細胞を含む任意の7つの
エリアの測定開始時に対する相対蛍光強度を平均
した値をプロットした｡
AFig.3-2-1 に対応するデータ
BLNAME1rTIM存在下の対照データ
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Fig.3-2-3 DAF-FMDAを負荷 したウシ大動脈内皮細胞の
蛍光強度変化 (2)

10秒毎にiA倹し,1個の細胞を含む任意の7つの
エリアの測定脚始時に対する相対蛍光強度を平均
した値をプロットした｡



第3節 血管内皮細胞 にお ける NO と caユー同時イ メー ジング

細胞内で起こっているイベントを複歳のパラメータの同時計測をi)と.=観察すること

に生体韓能解明に重要なことである｡私は蛍光顕微鏡のカメラの前に W-vleuSSySlem

(浜松ホ トニクス (株)) という分光装置を置くことにより,NO感受性蛍光色素の

OAF-FM 由来の蛍光とCaZ◆感受性蛍光色素の Fura-Red由来の蛍光とを分離して測定可能

なNOとcaユ◆の同時イメ-ジング法を開発した (FIB3-3-1)｡

この方法をウシ大動脈内皮細胞に適用し,DAL;-FMDA とFura-RedAM とを同時負荷

することによりSulgJeccuでのlVOとCa:'の同時軌定を行った｡Fura-Redは細胞内ca三'濃

度が上昇すると蛍光強度が漉,bする色素であり,その蛍光強度の減少に対応 してNOが

生成していることが Flg3-3-2から分かる｡FLg3-3-2上部には透過光魚と擬似カラーで

強度を示 した蛍光仮を示 している｡Bmdykmlnや ATPはG草白系を活性化 し,lP】が生

合成されて細胞内由一◆ス ト7か ら細胞質にCaZ▲放出を起こすとされる｡eNOSはカルシ

ウムカルモチュリン依存性であり.細胞内 ca三◆濃度の上昇により活性化されることが知

られている｡Flg.3-3-2のデータは 10秒に 1枚ずつ振俊したものであり,細胞内ca三◆濃

度がほぼ上昇しきった時刻からNOが生成 し始めることが分かった｡

NO自身を捉えない DAFはNOの酸化を待たない限りシグナルを発しないことを第 2

章第4節で述べたが.この結果より細胞内ca2'濃度の上昇によりNOが生成するとい う

生物応答を測定可能な反応速度は有 していることが明らかとなった｡すなわち,ミリ秒

スケールの時間分解能は有さないと思われるが,秒スケールの応答であれば十分測定で

きる｡

FLg.3-3-3はNOS阻害剤を用い.Ca三◆重度が上昇しても,NOの生成が見られないこと

を確課したものである｡

Flg.31314,FJg3-3-5はbradyklnLn刺激により細胞にCa:●オシレーションが起きたとき

の蛍光強度変化を示 している｡初めのCa2'濃度上昇にのみ大きくNO生成の応答をした

細胞のデータが得られた｡2回目以降のCa2◆濃度上昇にはNO生成の応答がほとんどな
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いように見える｡この原因としては NO生成のためのCa:'濃度の閉位か存在するか,

oヾsの周囲に存在する基質であるL一山Bが枯柑する.あるいは一度NOを生成するとし

ばらくのrhrL フイ~ ドバック阻筈がかかりNOSのCa二◆濃度上昇に対するscnsILlVL-yが下

がるため (生成 したNOが NOSの-ムと相互作用することが報告されている｡.n)など

が考えられる｡

FLg3-3-6はATP刺激により細胞にCa:十オシレーションが起きたときの蛍光強度変化

を示している｡初めのCal-◆濃度上昇に大きくNO生成の応答をし,2回目以降の Ca三･感

度上昇にも弱いながらも応答している細胞のデータが得られた｡また,NOS阻害剤添加

を行っても,オシレーション現象には影替せず.NO生成が阻害される｡

Flg3-3-7もATP刺激により細胞にCaZ'オシレーションが起きたときの蛍光強度変化

を示している｡ところが 2回目の Ca2◆濃度上昇にも対応してNOがはっきりと生成して

いるデータが得られた｡よく見ると1回日の Ch2~濃度上昇がシャープである｡Flg3-3-6

の上のデータでは 1回目のCaつ◆濃度上昇が大きく,Fora-Redで捉え切れていないため,

実は 1回目に比べ,2回目以降のCa2◆感度上昇がNOSを活性化するには小さ過ぎるのか

もしれない｡すなわち,NOSを活性化するためのCa2◆濃度の閉値があることになる｡前

述の最初のCa三◆濃度上昇にのみ,見かけ上大きくNO生成の応答をした原因であるが,

TNOSの周囲に存在する基質であるLA'gが枯渇する｣ことは2回目までのオシレーショ

ンのlagtntが約 3(氾Sとかなり大きく,一般に細胞内の物質移動は早いとされているの

で,稚かな根拠は示せないが枯渇ということは考えにくい｡さらに ト 定時間NOSの

caヱ~濃度上昇に対する sens.uv'ty低下｣の可能性であるが,2回目までのオシレーション

のhgulm がここに示したどのデータも約 300 Sであり,FIE3-3-7のようにNOを生成

することが可能であることから,全く否定することはできないが,やはり rNOSを活性

化するためのCt-◆濃度の開催｣が最も可能性があるのではないであろうか｡

今後,刺激剤の濃度を変化させたり,さまざまなタイミングで試薬を併用することを

行い,その応答の違いを詳細に比較調査する必要がある.ただ,現時点の間胤点として
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はこのウシ大動脈内皮細胞において,必ずオシレーションが起きる条件を見出していな

いことがある｡培養条件 (細胞密度,Rt代故や移植後のEl攻)や刺救典物の濃度等にオ

シレーションは左右されるようである｡ したがって.細胞を変えて必ずオシレーション

が起きる細胞を用いることも今徒の一つの方針である｡
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Fig.3･3-4 ウシ大動脈内皮細胞におけるNOとCa2十の同時測定

(bradyklnlnによるCa2+オシレーション)
上段 Fura-Red,下段 ･DAF-FM



Fig.3･3･5 ウシ大動脈内皮細胞におけるNOとCa2◆の同時測定

(Bradyk■ninによるCa2◆オシレーション)

各色のラインはFig.3･3-Jの左上図で囲んでいる細胞の蛍光強度を示している.







第 4飾 海馬ス ライスを用 いた脳虚 血時 の NOイ メージング

(1)文教の目的

府内での NOの作用は全く明確-=なっていないことを第2車第7軒で述べたが.その

井の生理作用と並んで病態生理学的作用も解明が待たれており.特に高齢化社会を迎え

つつある今日.脳梗塞や痴呆等のぶ虚血性疾也の病態秩序解明は急務である｡脳虚血後

には病巣内のすべてのニューロンが一様に障害されるのではなく,特定のニューロンの

みが脆弱性を示すことがあり,記憶形成を司る海中引こおいてはCAl領域のニューロンが

蕃害を受けやすいことが報告されている｡その際.興音性アミノ酸が放出され,細胞内

cal◆濃度が上昇してNOが生成するとされ,NOや活性鼓索がその傷害の原因だとする仮

設がある｡ しかし,其の分子メカニズムは未だ解明されておらず,NOが関与すると主

鎖するグル-プもNOS阻害剤を用いると傷害の提度 が軽減するとい う根拠で論 じてお

り,逆にNOS阻審剤により傷害の程度が大きくなると報告するグループもあるため混

沌としている｡

そこで私はNOが急性虚血時にどこからどのように生成するのかを調べるために,ラッ

ト海馬スライスを用い.虚血モデル状態での NO生成の様子を可視化することを

DA戸-FMDAを用いて試みた｡

(2)虚血粂件によるNO生成バターンの相違

DAF-FMDAを負荷 したラット海馬スライス標本をカメラ ･画像解析装置と接続した

蛍光顕鞍 鏡 下,虚 血モデル 状態に した.虚血 モデルは 准耗液 中 の glucoscを

2Jeoxyglucose(2-IkoxyGIc)に荘換 し,窒素ガス通気を行って酸素濃度を下げたRLnger

液を10分閉経流してエネルギー産生を抑えることにより行った｡

その結果,F】S3-4-1のように虚血時にはほとんどNOは生成せず.再潜流に相当する

虚血条件解除社後に急激に生成 した｡2番と3番すなわち赤と緑のラインが示 している

海馬cAl領域が特に顕著であったが,海馬全体でも蛍光強度が増加 した｡ここで生成 し
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ている NOは細胞内cal-ー濃度の上昇によりカルモデュリン.こよって制御を受けている

NOSが活性化され生成 したものであるので,fun-2を用いたca】■イメージングi)行って

比較したところ.細胞内caコ●濃度上昇は虚血中にも起きており (CAl額域が特に応答が

早く,扱者).NOの挙動 と必ず しもパラレルではないことが分かった｡なお,FLg.

314-2には対照実験としての NOS阻害剤L-NA丸正存在下のデータを示 した｡ しか し,

DAFがNOを捉えるためには酸素が必要であることから,窒素ガス通気を行って酸素濃

度が下がった条件下では NOを捉えることができていないだけで.虚血時にも実際には

NOを生成 していることが考えられる｡

そこで,今度は窒素ガス通気を行わないで,2-DeoxyGJc笹換のみによる虚血条件を試

みた｡ただし.礁洗液の温度はエネルギー要求性を大きくするため,高めの36-37℃に

設定した (通常は33-34℃で行 う｡)｡その結果,虚血時から蛍光強度が増加 し始め,

cAl領域の蛍光強度が著しく増加 した (FLg3-4-3)｡また,h2'濃度の上昇 (cAl領域

が特に顕著)に対応 してNOが生成することを確認することができた｡なお,対照実験

としてFlg3-4-4にNOS阻賓剤 L-NAME存在下のデ-タ (上回)とその NOS阻害剤の

光学異性体でNOS阻害効果のないDINAMEを併用したときのデータ (下図)を示して

いる｡

すると.やはり窒素ガス通気の虚血条件時にはNOをDAFが捉えていないだけで,

NOは生成していたのであろうか?

ところが,FLg.34-5のように窒素ガス通気の虚血条件時に潅流液にNOドナーを添加

すると蛍光強度は増えるため.DAFとNOとの反応に必要な厳素量は存在 していること

が明らかとなった｡すなわち.細胞によるNO生成にはより多くの酸栄浪度が必要であ

ることを示してお り,NOSが行 うL一心gの酸化には,GIucoscを代謝することにより得

られるエネ/I,ギーと分子状酸素が用いられることか ら,本粂件下においてはNOを生成

していなかったと考えられる｡

結論として,束索ガス通未条件下の虚血時には細胞内ca2'濃度上昇があるにも拘わら
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ずIVOはほとんど生成せず,虚血解除直後にCAl敵城が特に顕著であるが.海馬全件に

おいて急激なNO生成がみられた｡一九 酸素ガス通気の場合は虚血時から主にCAl領

嬢においてNOが生成することが分かった｡酸素濃度によりNOの生成バターンがこの

ように異なることはNOの虚血性疾瓜-の関わりを考える上で重要な知見である｡

(3)細胞内pH低下の測定-の影響

前項では触れなかったが,これまで示 してきた DAF-FM を用いたイメージングの蛍光

強度変化をよく見ると,虚血粂件開始後,蛍光強度が低下していることが分かる｡これ

はDAF-FMあるいは DAF-FMTの蛍光強度が虚血条件によ り引き起こされたacldosISに

よr)減弱してい/Jものと考えた｡それを確かめるペく,nuorescelndla∝taLeを海馬スライ

スに負荷 して虚血条件にした (FIE3-4-6)｡その結果,色素の漏出あるいは退色が激 し

く,蛍光弘度が経時的に減少 しているが,よく見ると測定開始 5分辺 りでCAI領域の

pHが急激に減少し.さらに5分程かけて他の部位を示す曲線のレベルまで 戻っている

ことが分かる｡フルオレセインにF原子を導入 しても,pH非感受性になるわけではな

く,pH5.8以下になれば影響を受けることはFlg3-1-5より分かる｡実際,虚血時にpH

6以下になるという報告がある5.)｡

すなわち,DAJ=-FM を用いてNOを載案しているときは,DAP12の場合より改善され

たとはいえ.常に細胞内pH変化に十分注意する必要がある｡すなわち,FIB3-4-3の上

図のように虚血時に測定開始時の蛍光強度を超えて増えている場合は,このpH低下の

影取 こ打ち勝つだけのNOによるDAF-FMT生成があるとい うことを示し,400 Sから

500S辺 りにかけての蛍光強度上昇の傾きには細胞内pH回軌 こよる蛍光強度上昇の77

ククーが加わっていることを認較 しておく必要がある｡
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第4章 ジアミノローダミン (OAR)の創盤

(1)ローダミンの特性

ローダミンはフルオレセインに比べ.長波長励起が可能であるため細胞の自家蛍光の

影響が′)､さく,退色しにくく,フェノール性 oH｣左がないために生理的な範凶での pH

変化の影響を受けない蛍光色素骨格である｡盤光 on/orfの機構は節2章節4節で述べた

pETであると推定できるため,ジアミンをローダミン骨格にフルオレセインと同様に導

入することにより,SnV良くNO測定できると予想 し.DARのデザイン ･合成を行った｡

(2)DAR-1とDAR-2のBFl発

Scheme4-1に示 したように DAR｣とDAR-2をまず合成し.NOと反応後,蛍光性の ト

リアl/-ル体ができることを確落した (FIE4-1)｡極大励起波長はフルオレセインより

約 70ruTlも長波長であることが分かった｡DAR-2は DAR-1と比べ,合成的な収率が悪

いにも拘わらず,感度や波長等の特性は大して変わらなかった (Table4-1.Fig4-8)｡

光による退色の程度を直射日光によって調べたところ,FLg 3-1-7に示すように3時間

柱過後も全く退色が起きなかった｡

(3)DAR-1のエチルエステル (EE)体-の誘等化とイメージング-の応用

そこで私はDAR-1に細胞局在化のためのエステル基を導入 した DAR-IEEに誘導化 し

た (scherry=4-1)｡DAR-1EEをラッ ト大動脈平滑筋細胞から生成するNOのイメージン

グに適用し,刻々と生成するNOの画像化に成功 した (F】8.4-2,Fls4-3)｡予想通り細

胞の自家蛍光の影響はほとんどなかったが,色素の均一な負荷が果 しく,バックグラウ

ンドの蛍光強度がなかなか安定しなかった｡また培養細胞が剥がれやすくなるため,級

胞乾性を有する可能性があった｡
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(4)ラット崩ホモジネー トを用いたェステル加水分解の検討とDJヽRのアセ トキシ

メチ/L,(AM)序の開発

色糸の負借が難しい原田の一つはDAR-1EEの加水分解速度が遅いためではないかと

推定した｡というのも,エステルが立体的に混んだ部位 (キサンテンとベンゼン環は直

交していると思われる)に付いており,さらにエチルエステルであることから比較的安

定であるからである｡ ラッ ト脳のホモジネー トを用い DAR-1EEの加水分解の程度を

HPLCにて調べたところ,30分RlrJインキュベ- トしても,全く加水分解されなかった

(FlS.4-4)｡そこで私は細胞内のエステラーゼによって加水分解を受けやすいとされる

アセ トキシメチル (AM)をDAR-1に導入 し (Schen鳩も2),加水分解の程度を検討 し

たところ,PAR-1AM は30分間で約 30%のAM体が加水分解を受けていた (FIE4-5)｡

したがって.イメージングに用いるDARのエステル体としてはAM 体の方が望ましい

と考えられる｡

(5)pH特性の改善

DARはフェノーノレ性 oH基がないとはいえ,DAFの場合と同様にトリアゾール体になっ

たときに酸性水素が存在するとpH感受性になる (FLg4-7).Flg.4-2のように細胞内

pH変化のない敏合の漸定には問題がないが,前車で述べたような細胞内pHがダイナミッ

クに変化する笹合には用いることができない｡そこで,フルオレセインでtK換位丘を模

討した結果から,感度的に摩れていると考えられるDAR-M をデザインし,DAR-1にN-

モノメチル化を施 した (Scheme4-2)｡

予想通 り.DAR-MはpH4以上で蛍光強度が安定になり (FIB.4-7),かつ NOに対す

る感度も上昇 した (Flg4-8)｡

バイオイメージン//のため,OAR-M に AIVlを導入 したDAR-MAM を合成し (Scheme

4-2),ウシ大動脈内皮細胞に適用した｡

ところが.相変わらず細胞が剥がれやすくなり,細胞毒性を有しているような印象を
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受け,細胞-の負荷も困岸であった｡

(6)DAR-4M誘導捗の開発とイメージング-の応用

私は前述の問題点の原因がテ トラ主手/'L,ローダミン骨格の脂溶性の高さにあるかもし

れないと考え,テ トラ)テノ't,ローダミン骨格に変えることを考えた｡ca三･感受性蛍光色

素 Rhod-2 川はテ トラメチルローダミン骨格であることを参考にした｡

そこで,Scheme4-3に示すスキームでDARAM 誘導体 を合成 した｡DARJM の特性は

F)A4-6.Table4-1に示すように若干短波長にシフ トしたものの,量子収率に摩れ,NO

に対する感度もさらに良くなり,OAR-1の2倍になった (Flg.4-8)｡DAヂ-FMに比較す

れば感度は半分ではあるが,pH特性,光安定性や波長の点か らユニ-クな凍れた特性

を有しており,有用な色素である｡

DAR-4MAM を血管内皮細胞に適用 したところ,細胞への負荷は従来の DAR誘導体に

比べ,はるかに行いやすくなり,bradykinlnによって生成する NOをイメージングする

ことに成功 した (Flg 4-9)｡

しかし,DAY-FMDA と比べると,濃度,負荷時間,ポス トインキュベーション時間

等の負荷条件の検討をより丁寧に行 う必要があることが分かった｡というのも,ローダ

ミンは脂搭性があり,正屯荷を分子内に有するため,負荷電を帯びているミトコン ドリ

アなどの膜に分極化することが明らかとなっているからである｡今後,DARに特有の性

質を生かしつつ,侠重に様々な細胞や組鰍 こ応用していきたい｡
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Fig.4-2 ラット大動脈平滑筋細胞が刻々と生成するNOのDAR-1EEによるイメージング
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DAR-lllDAR EE

仙8.IA0 1 8 1215Tl■亡 (lElin)
32○礼○.B

B

TIIK (rli-1)

Fig.4-4 DARl1EEのラッ ト脳ホモジネー トと
インキュベーション後のHPLCチャー ト

A 標準品
B ラット脳ホモジネートと30分インキュベーション後の

DAR-1EE(10卜M)





●homogO co∩trdenat8(+)





励起スペクトル (Em.575nm)

ゝ
)lS
u
eItuL
a
DUa
O
S
OJOn
lj

ド .o!
Excitation(nm)

NO濃度

122llM

0.98

074

0.49

025

500

400

300

200

100

蛍光スペクトル (Ex560nm)

I_T ~言丁 _
EmlSS10n(nm)

ナトリウムリン酸接衝液 (pH74,01M)中で,AIJ定｡NO溶,夜添加後,蛍光強度が安定してから測定｡

Fig.4･6 DAR-4MにNOを添加したときの励起 ･蛍光スペクトル変化



JhL■nCtl00 ぐαrrlCIentS nuorescCrKC ReLaLIY亡quuTlLUm
andAhs叩 aO爪rTlaJElma naJllTtLJmOr 亡frTCはnCl亡S

DlamiJte Triazole Dlamine TnaZ01e

xLOL nm x10Inm nm
MIcml M･tcm】

1 12 (550) 8.7(556) 575

2 10 (549) 7.1(552) 571

M 9.8(550) 7.5(558) 574

4M 7.8(543) 7.6(554) 572

5

4

0
ノ
2

2

3

2

4

0

0

0

0

霊

r･=:
肋

0

0

00
ナ トリウムリン酸塩衝漉 (20oC,0.1M,pH7.4)中でのデータ｡
土子収率はエタノール中でのrhodamlneBを097として算出｡

Table 4-1 モル吸光係数.波長と蛍光量子収率

(stlu
n
と
eJtrqJt2)

t̂
ts
u
o

)u
l
¢
DU
a
DS
a
JO
n
一｣

3 4 5 6 7 8 9 10 11

pH

Fig.4-7 pH特性

トリアソール体 (1LLM)をOIMリン酸ナ トリウム溶液に溶か し.

pHと蛍光強度を測定｡ (DAR-1T (○) Ex565nm-Ern580nm.

DAR12T (D) Ex565nrn-Em 575nrn,DAR-MT(●) Ex560nm-

Em.575nm)次式でそれぞれflttlng｡

DAR-1T.Intens吋-783/(1+10213ゥ1.427I(1+10669-pH).R;0.956;
DAR-2T.lntens■ty-899/(1+lot62TPH)-218/(I+107171 .R-0987.
DAR･MT,LntensltyI1000/(1+10之39pH).R70951



∵
0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

7̂1su
¢
)U芯

oua
o
sa
Jo
n
lj

0 0.5 1

NOくけM)

DA戸-2(495-515)

y=624x+669 r=0999

DAFIFM(500-515)

y=901x+856 ｢-0999

PAR-1(565-580)

y=230x+42.2 r=0.999

PAR-2(565-575)

y=246x+512 r=1.000

5 2X DAR-M(565-580)

y=322x十89.1 ｢=0999

+DAR-4M(560-575)

y=453x+149 r=0998

ナ トリウムリン敢緩衝液 (olM,pH74)中で測定｡

Fig.418 DAR (10LIM)によるNOの検量線



腎 『

10トIMDAR-4MAMを含むDMEMに細胞の
上清を37oCで30分間3E換した後,1時間色素
を含まないDMEMでポストインキュベーション
を行って細胞内に色素を負荷する｡その後,壁
光顕徽組下にシャーレを移して測定を開始した｡

Fig.4-9 DAR-4MAMによるウシ大動脈内皮細胞が生成するNOのイメージング



第 5章 総括

本研究で得られた成果を以下にまとめる｡

1 NO感受性蛍光色素 DAf,DARの開発に成功 した｡中で も-DAf-FM D.1と

DAR4MAM が最もバイオイメージングに適している｡

2 DAFを用いる細胞外に生成するNOの大玉アッセイ系を開発した｡

3 上記色糸を各種培凄細胞,組緑切片に応用 し,生成するNOを蛍光画像として得

ることに初めて成功し- 細胞内ca2'との同時イメージング法も開発 した｡

4 虚血時におけるラット海馬において,酸素濃度の違いによって NOの生成パター

ンが異なること分かり,酸素濃度が低い場合には虚血時はほとんどNOは生成せ

ず,再瀬流時に大丑の NOが生成することが示唆された｡

軌 私が開発した DAF類,DAR類に関しては国内および海外において特許を出席 し

ている｡また,DAN-1EEは米国CaymaLl社より,DAY-2および DAF-2m久は第一化学薬

品株式会社および米国 slgma杜よ り既に上市されてお り,DAFIFM 誘導体および

DAR4M誘導休についても近い将来市版される予定である｡
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実験の部

●紫外可視吸光スペク トル

島津uv-265で測定｡

●蛍光スペク トル

日立 F-4500で測定｡

●蛍光マイクロプ レー トリーダー

TllerteknuoroscaLlu.FlowLaboratones.McLeaJl.VAを使用｡

DAFによる測定時の設定波長 Ex485mm-Em.538nm

●1日-NMR

JEOLJ汁MGSX-400またはJTN -LA3005pectTOrrCtCrで測定.

スペク トルの記擬方位

IH-NMR(operaLLngfrequency,溶媒)

chcrmcalshift(a)(内軸標準物質としてテ トラメチルシランを用い.ppm単位で示 した｡)

プロ トン数,分裂様式 (S,sLnglet.d.doublet,dd.doubletOfdoubleL,I,tnPleL.q,quaTteL,

QUID.qu爪teL,m.mulupl叫 br.broad).帰属｡

●赤外スペク トル

KBrをmabu とし,JASCOFr/Ⅸ-5300で測定｡

●質丑分析

EIJEOLDX-300,FAB:JEOLSX-102Aで測定｡

●相対蛍光五千収率の測定 成蕃 5̀Iによった｡

●標準 NO溶液の調製

NOgas絹 千穂化学)をAT置換 した 01帆 pH74のナ トリウムリン酸竣齢 郎こゴム

キャップ したガラス容器内でバブルする｡濃度は HRP法 p)により定立した｡

●DANを用いた血管平滑筋細胞より生成するNOの測定

細胞培養 ･座位 WIStB.Tラットの大動脈平滑筋細胞を Rossらの方法によ り摘出 し57),

10%FBSと抗生物質を含む DM王かI培地で培養する｡それをマイクロプレー ト上に移 し

て培養する｡実験の前に無血清の DMEM 培地に取 り着 え,24時間培養後,25U/zTLl

a.-1β,30n帥 TNF-α,150U/mlTFN-7,125Liか一一JLPSを培地に加 え,細胞を刺激 し･
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さらに 12時間ほど培農する｡実教には L0-20代の細胞を用いた｡

測定 し一山S.DAN.PTIO等の試薬を溶かしたKRPに上浦を取り称え.一定時間技培養

漣を採取し,蛍光セルに移し,蛍光 (Ex375mm-Em.425nm)を却定する.なお,1灸

件につき3サンプル測定し.その平均を示した｡

●DANを用いた血管内皮細胞より生成するNOの潤定

細胞培康 一ウシ大動脈内皮細胞を摘出したものを触代培兼する｡それをマイクロプレー

ト上に移 して堵凄する｡

測定 :L-Arg.DAN,bradykinln等の試薬を溶かした pBS(+)またはKRPに上清を取り替

え,一定時間後培&液を採取 し,蛍光セルに移し.蛍光 (Ex375nm-Em 425nm)杏

測定する｡なお,1条件につき2サンプル測定し,その平均を示 した｡

●血管平滑筋細胞のイメージングの方法

細胞培養 雄性 w LStaTラットの大動脈平滑筋細胞をRossらの方法により摘出 し叩,

10%FBSと抗生物質を含む DMEM培地で培養する｡底がガラス取のシャーレ (MaLTek

p35G-lot)上に移 して培養する｡実験の前に無血清のDluEM培地に取り替え,24時間

培凄後.25U/mln-1P,30ng/mi TNF-cE,150U/mlIFN-γ,125Llg/rdLPSを培地に加え,

細胞を刺激し,さらに 12時間ほど培養する｡実験には 10-20代の細胞を用いた｡

イメージング それぞれの色素 (10-山l)の KRP溶液 (02%DMSO合)に細胞の培養

液を取り替え,37℃で 1時間 bAR-1EEの静合のみ 15分間｡さらにポス トインキュベー

ションを30分以上行った｡)インキュべ- トして色素を負荷する｡washout後 L-AIgま

たはL-NMMAを含む KRPに取り香え.DAN-1EEの場合 ･励起フィルター330-385nm,

dlch∫0.cmlrrOr400mm,バ リアフィルター420nm (longpass),DA戸-2誘導体の場合 励

起フィルター490nm.dlChroICmlrrOr505nm,バリアフィルター515nm ()ongpass),

DAN-IEEの場合 ●励起フィルタ-536-556nm.dJChTOICmiTrOr560nm,バリアフィルター

5501610rLm (OmegaXf-37)の付いた蛍光顕徴免 (オリン/iスⅨ-70)で観察する｡なお,

ステージは37℃に保った｡露光時間,撮像間隔は DANlltEの場合それぞれ 264ms.

10S.DAF-2虜導体の毅合 132ms, 30S,DARllEEの留合それぞれ 132ms,30S,に設

定した｡Cha'gel=仇PteddevICe (CCD) カメラに取 り込んだ画像は MCLD (h agLJlg

Research)で処理,記録 した｡

●DAfを用いたマクロ77-ジ様 (RAW264.7)細胞からの NOの測定

96穴マイ クロプ レー ト上で RAW 2647細胞 を 10% F8S, 13mM NaflCq,20mM

glucose.70pdrnlbe.IZylpen･cillln.loo雌/rnJs打eptomyeLTLを含むt}MEM 中 5%COJ95% au

mcubatorにて培養する (1×106ceusルeu)｡実験の前に無血河の DMEM に荘換する｡24

時間後 10ng/mlLPS,10U/nJ肝N一γを含む D脚 1で培養細胞を刺激し,iNOSを誘導す

る｡16時間後,2回 KRPで洗い,DAY-2(101▲M).L一山g (lrnM).NOS阻害剤等を

袴かした KRP(200山かeu)に取 り替えて実に培凄する｡2時間後,上浦を蛍光瓶定用
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マイクロプレー トに取り (18OLIL/weu),マイクロプレー トリーダー にて蛍光頻度を測

定する｡

●DAFを用いた血管内皮細胞からの NOの測定

ウシ大動脈内皮細胞を 24穴マイクロプレー ト上-=培養する.実験の 12時間前に無血梢

の DMJnlに取 り替える｡2回 PBSで洗い,DAY-4 (111M), L-ATE (100卜M),

bradykjJILn(1LIM),NOS阻害剤等を溶かした PBS (200 pUweu)に取り替えて更･=培農

する｡一定時間後,培養液の上清を蛍光軌定用マイクロプレ- トに取り (lSOトUweu),

マイクロプレー トリーダー にて蛍光強度を測定する｡

●タンパク定丑法

細胞のタンパク垂は,BSAを原品として BCAPTOteLnAssayにより行った'''｡

A.ReagenLAl%BCANa,.2%Na,_COつ.016%Na.tart,ate,04%NaOH,0195%NaJICOユ

(50%NaOHでpH-ll25に調封)

B.ReagcnLa4%CuSO.

C.BSASlaTlda'dSolutlon 8SA濃度は BSAのら｡=43600.BSAの分子量 66000より,

以下の式より求める｡

C (mg/Tnl) =AJtI=^ (280mmの吸光度)×66000/43600
D.WorkngReagentA50mlに対して Blmlを加える｡

E.SampleSolutlOn細胞のはえていたマイクロプレ- トの各 weuに500plずつ帯留水を入

れ.シリコンラバーで細胞を底面からはがし,ソニ77イア-で超音波処理する｡

CよりBSA希釈系列を作動する (100-400pgld)｡この BSA希釈系列またはEを fuA

tubeに 50けl入れ る｡ D lmJをそれぞれに加え,す ぐに捷拝 し,37℃で 30分 間

LnCubat.on｡30分後.室温に戻 し,562nrnの吸光度を測定する｡BSA希釈系列の検量線

からタン/(ク丑を計算する｡

試薬,器具 :ReagentA (PzeTTe) ,Sonir･er(Bra･.son.ceudlSPuptOr200), UVrVIS

spectrophotomeler(Jasco,V-550)

●DAF_2DA, OAR-1EE及びDAR-1AMの加水分解の測定

Ratbraulhomogenateの調製 横位 sprague-Dawlcyラット (8逆帆 2501280g)を断頭後,

全脳を素早く楕出し外科鉄で細片にする｡脳重量の5倍丑の 01MTris-HCLbuffer(pH

76)wiLhO.1%Tr.10nX-100を加 え,ホモジナイズする｡4(XX氾g (20000rpm)で 10分

間遠心し上汁をとり車乗溶液とする｡

群衆反応 10pMDAF-2DA (又はDAR-1EE.DAR-1AM)のOIMTns-HClbuFler(pH

7.6)I8mlを37℃で保温し.0_1MTris-HClbuffer(pH7.6)を 100LLl,辞兼溶液 100 ul

を加え.吸光度の変化をを30分間追う｡

遠心繊 (H'LaChi,55p-72C),UVrVISspecb･opholOmeter(SLmadzu,UV-1600)
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●共腰点レーザー顕微鏡による細胞の観察

NORANLnslrumenLSの装贋を使用｡ (Ex.488rLm (Allaser).Em 515rm 以上 倍率40

倍)

●NトtDA刺激時の海馬スライス.=おけるh'0イメージング

組織切片の作成 ･雌性 sDラット (8iヨ齢)を断頭乱 全脳を兵早く祷出し.氷冷した

人工滋液中に入れる｡人工髄液の組成は 127.TuVlNaCl, 16nLMKCl, 1.24mMKHニP0 ..

1･3mlVIMgSO., 2･4mMCaCl二, 26mM トaHCO､, aJldIOm･Tvtglucoseで 95%OJ5%COコ
の混合ガスをバブル したものである｡氷冷後直ちに.約 500 pmずつの冠状斬スライス

に切断 し,人工髄液 (34℃)中に入れ,約 1時間かけて安定化を待つ｡切断は,剃刀

とラッ トの脳を500ドmずつに切断できるようになった金属製のガイ ドを用いてわれわ

れは行ったが.生坂よりスライサーが市販 されているのでそれを用いるとよい｡

イメージング DAL=-2DA (10piVO を含む人工髄液に大脳スライスを入れ 細胞の上清

を取 り替え,30分かけて色素を負荷 した｡負荷後,稚流により.凍った色兼を洗い流し

た｡染色されたスライスは白金 ･イリジウム合金の針金を窮状に したものにナイロン製

のネッ トを張ったもので押さえつけて固定し.励起フィルター450490Ltm,ダイクロイッ

クミラー505mm,バ リアフイ/L,クー520-560nLmの付いた正立蛍光顕微鏡 (ニコン製,光

源 Hgランプ,水没対物 レンズ 10倍)で観察した｡ ビデオカメラ (Fastcam-uユtlma,

pholron)から取 り込んだ画像は解析装置 (DIG-98.DILCCl)で処理 した｡

●培養海馬スライスの NOイメージング

培養温喝スライスの作成 591.

Medium MEN (Hanks'塩)培地

rtBSS

馬血清

培地として各々MEM HANKrs.HS三5025:25になるように混合 し,ペニシリン/ス トレプ ト

マイシン (最終濃度 50U,100LLgh-1)を加 える｡また最終濃度 65sAとなるように

GIucoscを加える｡血軌 ま熱非動化 しておく｡AJ71-Cは,5×10~与M加えた方がよい｡

①ディスポシャ-レに海馬取 り出し用の培地25m1,6穴型セルデスクに Minceuを各々

の穴に入れて Lmlの培地を加え,よくしめらせて COzincubaLOr内で保温しておく｡

(診生後 5-7日までの WIStarラットをエーテルで麻酔 し,100TTdビーカーに入ったエ

タノールの中にラットごとつけて消考する｡

③頭皮,及び頭蓋をハサミで切って脳を清出し,保温 しておいた培地入 りのシャー レ

に脳を入れる｡

④デイスポメスで正中線に沿って左右 2つにして蒸返 し.片方のピンセットで脳を固

定 し,もう一方で小脳などの余分な所を取 り除く｡軟膜もこのとき取 り除く｡

(さ先曲が りピンセッ トの背側を使ってめ くるように海馬部を取 り出す｡取り出した海

馬はディスポメスで トリミングする｡

-140-



⑥スライサーの台にオー トクレーブ済みJ)シリコンラ′ト をのせてT55i,C3を直く｡

⑦余分な水分をピペ ットで吸い取 り,400 pmの軒さでスライサーのスヒー ドか 回

/secになるように調節して切っていく｡

⑧海馬を切ったら培地を足 してス/く-テルですくって培地入りのシャ-レに戻す.

⑨メスの背を蛙って海馬をバラバラにする｡

⑬スパーテルの柄側を使ってスライスをのせてメンブレンフィルターの入った6穴型

セルデスクに移す｡

⑬ 3日おきに全丑培地交換する｡大体スライスはこの後 1週間から2ケ月は使える｡

測定方法 画像は rlgランプ光源下,励起用 フィルター (450-490nm),ダイクロイッ

クミラー (505nm).蛍光用フィルター (520-560nm)を通して,CCDカメラにより取

り込み,Argus-50(浜松ホ トニクス)により解析 した｡

●血管内皮細胞のイメージングの方法

細胞培養 ウシ大動脈血管内皮細胞を 10%FBSと抗生物質を含む DMEM 培地で培養す

る｡底がガラス製のシャーレ (MalTekP35G-lot)上に移して培養する｡英験には 10-)6

代の細胞を用いた｡

イメージング =それぞれの色糸 (DAFIFMDAIOpM.同時イメ-ジング:DA戸-FMDA

10-15pM+Fura-RedAM5-10piV,OAR-4MAM IOトLM)のPBS(+)溶液 (0.2%DMSO含)

に細胞の培養液を取り替え,37℃でインキュペ- トして色素を負荷する (DAY_FMDAJ

時間,NOとca2'の同時イメージング 1時間,DAR-4MAM30分間)｡wash｡uL後,ポ

ストインキュベーションを行い 0)AF-FMD̂ .NOとca2◆の同時イメージング 20分臥

DAR4MAM l時間),ステージを37℃に保った蛍光顕微鏡 (オリンパスⅨ-70)で観

察する.DAY-FM を用いる場合,励起フィルター490nm.d]chmJCmmOr505nm,′くリア

フィルター515mm (longpass),DAR4MAM の場合,励起フィルター520-550nm,

dlCh,olcn- r565nm,バ リアフィルター580nm (longpass)を用いた｡C仰IedCCD (蘇

松ホ トニクスC4880)または ccD (浜松ホ トニクスC2440)カメラに取り込んだ画像は

Jb gus150(浜松ホ トニクス )で処理,記録 した｡

●海馬スライスにおける虚血モデルの NOイメージング

方法 W15La'ral(200-250g,mak)をエーテル麻酔し.断頭する｡全脳を紙出し,シャー

ベットRlnger液中で氷冷｡左右の半球に切り分け,ピンセットとスパーテルを用いて間

脳を除いてから海馬を取り出す｡海馬を寒天に暦き,ロータ-スライサー (生坂)で

300Llmの厚 さに切断する｡5%Col+95%0三をバブル しているRinger液中に海馬スライ

スを入れ 1時開放鍵｡10トLMDAFIFMDAを 1時間かけて負荷する｡ポストインキュペ-

トを30分以上行い.倒立顕微鏡 (オリンパスlX-70)のステージ上のチャン′く一に移し.

34℃ or37℃の Rlnger襟を 25rnUrndで村長流する｡対物 レンズ 4倍,dlchloJCmmOr

505nm.15分後,測定を開始 し,2分～12分 (10分間)虚血用 RIT)ger液を稚流する｡

(虚血用 R.nger液 LOmMglucoseを 10.nM2-deoxyg)ucoseに変更し,5%CO2'95%N之Or
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5%CO:'95%0:をバブル したもの｡ ) sITカメラ (浜松ホ トニクスC2JOO_08)で振った

イメージングデータはA,gus50 浜松ホ トニクス)にて解析 した. なお.L-N心 tEや

t>NAMEは准菰開始時から用いている｡

●DAR-1,DAR-1EEの HPLCによる分離条件

PtJmP JASCOPU-980

a:(eclorJASCOMD-910

C()Lumn GLSclenCeSlncLnerts■10Ds-2 (4.0×150rrm)

EluenllOmM sod･urnphosphaLeburfer(pH7.4)-acetonllriJe (2575,V/V)

115mln

(0100,V/V)

FLowrate 1Om伽 1

Absorbance 500-600nm

Ill)eCuOnVolume 10Lil

●DAR-1,OAR-1AM の ItPLCによる分離条件

Pump JASCOPU1980

I:ktectorJASCOMD1910

Column GLSclenCCShcherLsilODS12 (4.OX150mm)

E)ucnL0l%H,POrmeLhanol (6040,V/V)-lOmln- (4060,V/V)

Flowrate 1OmVnlLn

Absorba爪Ce 500-600mm

lnJecLIOnVOLume 10ll】
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合成法および機器データ

部2帝 第 2飾

帥 2-naphBy 蜘 ni

926gの 2,3-D,ammonaphlha.ene(DAN) (58.5mmol)を 20nilの DMFに 100℃で松

かし･その温度のまま. 4-(BromomcthyJ)benzo.cacld(390mmol)の DMF蒔液 (20ml)

を蘭下する｡その後 145℃に上げて,2h加熱し･冷乱 氷冷水にあけ,pH4にして析

出している固体を地政,乾軌 (y61% (4-(BromomeLJlyl)bcnzoJCaC.dに対して))

シリカゲルクロマ トグラフィーにて精臥 ElOHにより再結晶して薄茶色の丸状の固体

を得る｡

･lH-NMR(400MHL.DMSO-a.)

84･50(2H･d.J-319叱 9)･5】3(2HIS･I).5･80(lH,lJ - 4

319Hz.8).654(lH,i.7);686(1日.S.2).697(2H,m.4&

5),7131(lH,d,J=7-2Hz.6),7.36(lH,d,J=72Hz.3), 5

7152(2H,d,J=8･3Hz.】0);7.90(2H,d,J=8.3Hz,ll):

127(lトLbr,12)

'MS m/=292仲｢),248(M∴CO2) .帆 (cm'') 1698

(C=0) ･爪.p 223-4℃

･EACalcd･forC.BH.̀N20:C,73･95,H,552,N959

FoundC,7401.H,539,N9.30

4-[(3-AmJI0-2-naphthvl)amjnome山yllbenzoicacide山yleSler(DAN-1EE)

60rngのDAN-1(021mmol)を lnlの E10t=こ溶かし･0lmlの HユSO.を加え.loo
℃で35h加熱する｡冷後 EtOHを溜去 し,水にあけ･析出した結晶を沈取｡ (82mg,

quanuLauvely)それをNafICOl水溶液に溶かし,CH,CL2で抽出後,シリカゲル クロマ ト

グラフィーにて柑穀,減圧溜去｡

~塩酸塩 最少丑の E1,0にとか し,濃塩酸を加え,析出する固休を滅私 乾乱

EL._0-EtOHより再結晶すると無色針状晶が得られる｡

I111-NMR(400 MHz.CDC1】)

8139(3H.i.J=7･2Hz,13).3.7(2H,br,1);40(tH.br.8), 3
4･38(2H,q,J=72Hz,12);4.51(2H,S,9).6.85(lH,5,7).

7･10(lH･S･2);720(2H,m･4&5).7･5L(2Jl.d,J=8･8Hz. 5
10).7155(2H,m,3&6),804(2H,d.J=88Hz.ll) 6
･MS m/Z320(灯) ･IR(cm-I) Ⅰ714(C=0) .m.p.

143℃ (一塩酸嵐 decomp) 1312
'EACaJcd･forC2.HzlCIN20三C.6731.H.593.N7.85H3ccH200C
FoundC.6689.H,602.N76l.
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41【(1-NaDhtJIOT2'･3':4･51tnaiOlyl)meLhyHtpzo･caeLd(DLul-1T)
DAN-)を MeOHに溶か し,駿菜存在下トOgasを′くプルす る｡溶媒溜去嵐 エタノー

ルより再結晶すると無色針状晶が得られる｡

AlH-N7VLR(300 MHz.DMSO-a.)

8619(2H.S.7),7.42(2H.d,ノ=82Hz.8).7118(lH.td,I

=83,)･6Hz.3),7,54(1日.Ld.J =83.16Hz.4).7,90

(2H,d,J =8･2日7.,9);804(IH,d.J =8.3Hz.5),8.16

(1日,d,J =83Hz.2).836(lH.S,6),879(川 .S.I).13.0

(1日,br,10)

･MS /n/=303(Mつ ･lR(cm~■) 1688(C-0)

･mp300 ℃以上

◆EACaJcd･forC.〟.,N,02･C,71.27,H,432.N 13.B6

FoundC.71.01;H.42).N13.86
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荊2車 第 3密1

23-NaDhlhaknebis(tTlnuOrOaC叫1地 I

DANをTHFに懸濁させ,3当丑の Py'idLneを加える｡Ar下で無水 1下Aを22当丑加

え 2-3h遺流する｡溶媒溜去後,CHZCL:に持かし.水で洗軌 乾燥乱 浴蚊を溜去し,

BerLZeneより再結晶すると,無色針状晶が得られる｡ (y.80%)

･LH-NMR(400 MHz.CIX ]))

6758(2H.rn.4),785(2日,m,3),8.02(2比 S,2),860(2H,
5,1)

6,7-pis(uiLluoroaccLaTnldo)-1-naphlhalenesullonylchlodde 呈.

18の⊥に対し5mlの CHC))を入れ,懸濁させ,水冷する｡そこに 3mJのCISO}Hを

滴下後 5r- したら室温に戻 し.2h撹取 水にあけ･アモルファスを洩取後,cH,ck

に溶かし,冷水で洗浄,乾燥後,溶媒を溜去し.漣過カラム (シリカゲル)をする｡将

媒溜去後.CHCL,より再結晶すると,無色針状晶が得られる｡ (y.46%)

･lH-NMR(400 M批 CDCll) 3 4

87･72(lH.L,I=80Hl.2).825(lH.d.I=8.0Hz.I):

8･43(lH.S,7),845(LH,d,I=80Hz.3):8.79(lH,～,4),

881(lH.S.5),895(IH.S,6)

NHCOCF35
6
NHCOCF3

SO2C1

67-D LaJTum>トnaDhLhakrm )(bnamjde 3

2_を熱 NH,水中煮沸する｡乾燥 させ.シ リカゲルクロマ トグラフィーにて精臥

mJJIOrpr(ducLである｡希 EtOH水より再結晶｡

･LH-NMR(400M}lz.DMSO-a.)

8522(2日,S.6),525(2H,S,7),690(1H.S,8):704(1H,1,

I=7･7Hz,3).7J9(2日,S.I),7.55(1H,S.5),7.57(1H,d,

I=7.7H乙,2);761(lH,d,I=7.7Hz.4)

IMS /〟ヱ237¢√)

･mp 1834℃ (decomp)

Trla10Zor4'5:6.71-I-naphthaJenesulf10namidc A

且にNOgasを/(プルする｡

･IH-NMR(400 M比 ,DMSO-a.&D20)

8759(1H,dd,J=88.73Hz.3),8)6(1日.d.J=73Hz.

2),839(lH,d,J=88Hz.4).873(lt-Ls.6),916(LH.5.

5)



のBertzoylperox･deを780mlのCCLに溶かし.ハロケ/ランプに当て.還流する. (20

h)漣過 し･漣液の溶媒を溜去し-シリカゲルクロマ トグラフィーにて稲軌 (約 〉
50%)

IH-NMR(400 MHz･CDCL)) 2

84.52()H.S.I);7.77(lH.dd,J =8.4,1.8Hz.4),7.93

(1日,d.J=84Hz,3):7.94(lH.d.J=18Hz.コ)

4-h 3-山血 ylbromide 6

15gの4-Chlo- 3一山votxmzylakohol(80m,not)を200mlの CHCJ,に溶かし,室温にて

8且の PBr,を南下する｡溶媒溜去後,溝過カラム (シリカゲル)｡ (198g.99%)

ItH-NMR(400MHZ.CDCl,)
84.47(1日.S.1),7.59(1H, d.J=8.8Hz.3).7.75(lH,dd.I

=8.8.22Hz,4).7.92(]H,d,J=22Hz.2)

4イN,N-DimeLhyL… )salicyJaldehyde 7

47mLの DMFを氷冷下校拝 し,そこに 19mlの Pm ユ(02)TTXd)をゆっくり滴下した

後,室温にて30mm横取 そこ-さらに25gの3-叩バーDimcthylm n0)phmoL(018mol)

を最少丑の DMFに溶かしたものを 1hかけて清下｡その後,さらに80℃で lh加熱し,

水にあけ,6h手党拝 (vusme･erreacuon)｡氷冷し,沈殿物を波乱 乾燥｡ (126g.y.

41%)n-HexaJnより再結晶｡

･LHINMR(400M}lz.CDCL,)

83.08(6日.S.4),609(lH,d,I=2.6Hz.3).628(lH,dd,I

=88.2.6Hz.5),7.30(1H,d,J=88Hz.6),935(lH.～.

1)

5-Cuor仙 山cylakkhyde 8

9･5gの 4-0,10-3-n叫 henoL(55rnmoL)と8.3gの Hexame山yLenLeLm (59rnnd)

をl00 mJの酢鰍 こ溶かし,そこへ 15mlの無水酢酸を加え,)28℃で3h加熱し,MeOH,

水,養塩酸をそれぞれ 20d ずつ混合 した i)のを加え,80℃で20mln税拝｡その後

MeOHを 125rrd加え,室温に30mm放置｡溶媒溜去後,BeTLZJm で抽出し,シリカゲル

クロマ トグラフィーにて精製 叫｡ (0.73g,y.66%)

ALH-NMR(400MnZ.CDClヨ)

87,15(lH.d,J=8.auz,4)､762(lH.d,I=8.8Hz.3);

9.80(lH.S.1).1163(lH.S,2)

･MS m/2201203=31(入0

･m.p l15-6℃
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4-BromosallCVla】血hyde 9

258gの 3-8rDnq)henol(0･145TTX)[)を340mJの 1370NaOH水溶液Ir=削 ､し,CHCl】

を25ml加え･Jh'雰囲気 Fで4h遭瓦 酸性･=レてCHP コで抽出)､シリカゲルクロマ

トグラフィ-で精臥 (241g.y.8% (6-bromo休):Ⅰ53g,y6% (4-bromo体))

lH-NMR(400MHZ,CDCl】) 5

8717(IH.dd.J =83.17Hz,4).720(lH,d.J

7.42(lH,d,J=83日･L.5).986(lH.～,1),ll12(
.S.72rZ,3㌦ ,二駄

6-Bromo12-(3.4-dinitrophenyL)benzoTumJl _1_A

15gの旦 (76mmol)を4n11のDMfに溶かしたものをo_20gの Na(8.7mmol)杏

ElOLl(4ml)に溶かした液-滴下する｡その後,20gの旦 (7.7'TmOl)を 5.n)のDMF

に溶かしたものを更に清下し,lL0℃で3h加熱 し･EIOHを溜去後,水にあけてCH:CJ,
で抽出し,シリカゲルクロマ トグラフィーで榊乱

･lH-NMR(400 肌Hz.CDCl,)

8730(1H,S,4).7.45(IH,dd,ノ=a.3.1.7Hz.2).

742(lH.d,J=83Hz,I):7.77(】H.d,J三1.7日71 2

3),807(1H,d.J =88HL.6),8.13(lH,dd,J

8.8,17Hz,7);827(LH,d,J=17Hz,5)

6-Brom0-2-(3.4-diammophenyL)txnzoalran ⊥⊥

⊥且を柑 HCl(E10H混合渉液)還元する｡アルカリ性にして,CItC12で抽出し.シ
リカゲルクロマ トグラフィーで精乱

･lHINMR(400MHz.CDCl,)

83155(4H,bl,6&7),6.75(1日.d.I =77Hz.8),

6･76(lH.S,4).721(lH,d.J =I.7Hz.5).723 2

(1H,ddJ =77,17Hz,9).731(lH,ddJ =8.3,

)7Hz.2),738(lH.d.J=83Hz,1).7.63(1H,d,B'

J=17トIz,3)

41Methoxy-21(4-chloro-3-nltrOberlZYLo.yy)tKnZaldehyde ⊥旦

lollgの4-Me山oxysalM=ylaJdehyde(67.1mmoL)を34mlの DMFに溶解 し,これを 1.66

gのNa(72･2mnTK)1)を34.nlの ELOHに溶かしたものに清下する｡その後,18.5gの旦

(738 mm)L)を 30mlの DMFに溶かしたものを更に済下し,110℃で 2h加熱し.

ELOHを溜去後,水にあけてCH2CL_で抽出し,シリカゲルクロマ トグラフィーで楕乱

CllCL,より再結晶｡ (155g.y72%)

A■H-NMR(400M}lz.CDCl】)

83Ⅰ9(3H.S.4).5.19(2H,S.6).646(1H,d.J=

2.2Hz,5),662(1日.ddJ =8.8,22Hz,3).761
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(lH.d,J =83Hz.8);7()5(lH.dd.J=83.17

HL9),7.87()H.d.J=8_8HL.2).7.98(lH.d.J=

1.7Hz.7).10.34(lH,S.1)

6-MeLhoxy-2イむduor0-3mitmDhenvllbenzofwaLl 13

0･644gの13_aOmmoり を 3mlの DMfに溶か したものに,0.13gの KOHpow血r

(23 rnmo))を加え.すばやくAI雰2F気下にし.室温で2h横枠｡03ml浪 HCLを含む

tor.dの氷冷水にあけ,CH:Cl三で抽出 し,シリカゲルクロマ トグラフィーで梼製｡

(0.06Sg,y.11%)

･lrトNMR(400MH7･.CDCI.)

8389(3日,～.1);6.92(lH.dd,I=8.8,22HL,2).

7.07(lH-d.J =22Hz.4),708(]H,S.5),7.48

(1H､d.J=83rlz.3):759()H,d,J=83Hz,7).

7_90(1日.dd.J =8.3.17日2r,8),829(1日.d,J -

1.7Hz.6)

I
の

61MeLhoxv-2イ4-aJTunO13-m打ODhenyllberuoFuraTl 14

180mgの⊥旦 (0･59mmd)を50mJのELOHに溶かし,NH,雰囲気下盤氷浴中数分税

拝してから,オー トクレーブに移す｡NH】を充填 し,3kg恥m2位になってから,拍浴中

で210℃で5h加熱 (30kg恥mつ程度に上昇)O冷後,オー トクレーブから溶喉を取り出

し,溶去後,シリカゲルクロマ トグラフィーで輔乱 (132mg.y93%,28mg原料回収)

･lHINMR(400uHz,CDCIJ

8388(3H,S,l).6.21(2H,S,7),6.86(1日,S,5).

6.87(lH,dd.J=83,22Hz,2),6.89(lH.d,J= 2

8.8H乙,8):707(lH,d.I=2.2Hz,4),7.43(】H.d,

J=83Hz,3).779(lH.dd,J=88,22Hz.9);MeO

858(l H.d.J=2.2日乙.6)

6-MeLhoxy-2134J ianhopheJIYl)benヱ0(uraTLO50MeBF) ⊥旦

010gの⊥A (035rTm l)を250mlのEIOHに好かし.

H2雰囲気下,室温で 1h撲推｡法過後,溶媒を滑去し,

梓凱 (80mg,∫.89%)cHCl】より再結乱

･aH-NMR(400M枇 CDC)))

8157(2H,S.7);3.49(2H,S.8),386(3H.S,1),

674(lH.S.5):6_75(1H.d,J =88Hz.9),684

(lHldd･J =82･2･211三･2),7･04(IH.d,I=22 1
Hz､4):719(lH,d,I=22Hz.6),720(lH.ddJ MeO

=88.22Hz.10):738(lH.d,J=8.8HZr.3)
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･mp 182-3℃

IMS tTT/=254(Ml)

6-Melhoxy-2-(6-benzoL,ia之01yJ)berlZOruran l6

12mgの⊥互を 1Nの tlC18m=こ懸濁 し,NaNO三を加える｡CH,Cl:で抽出し,シリカ

ゲルクロマ トグラフィーで柑臥 (7mg.y57%)

･lH-NMR(400MH7"CDClユ)

8388(3H,S.1),688(IlLd,J =88Hz,2).7.04

(111,S,5),7･06(lH,S･4)1745()H,d･J-88H7･. 1
3),784(1H.d,J=8.8Hz,7).7.94(lH,d,J=88 MeO
Hz.8).8.26()H.S,6)

3-Me山oxy-2イ4-chloro-3-TdtrobcnZyloxy)tx,nzaldehyde J1

3-Me山oxysancyhJdehydeと且 を用い,⊥且 と同様にす る｡ (D.W に軌 ナない場合.

70180℃で溶かして扱った｡) (y.87%)

･LH-NMR(400 M一七,CDCll)

83･93(3H,S,5).519(2H,S.6),7.21(2H,m,2&4);

7･43(1H,m,3):7.58(1H,dJ =8.3Hz,8).7.63(lH,

dd.I=8-3.21Hヱ.9),8.03(lH,d,J=22Hz,7),
10.35(lH,S,1)

7-Methoxy-2-(4-chJoro-3-n,LlophenyJ)benzoruraLl⊥旦

17を用い,13と同様にする｡ (y55%)

･'H-rW (400MHz.CDCl】)

8405(3H,S,1),6.87(lH,m.3).7.15(lH,S,5);721

(2H,n,2&4),7･61(1H,d,I=88Hz,7),8.00(1日,

dd.J=88,22Hz.8).835(lH.d､J=2.2Hz,6)

7-MeLhoxy-2-(4-amlnO13-n.trophenyntxmzohJran ⊥旦

⊥旦を用い,11 と同様にする｡Berue''eより再篇晶｡ (y.66%)

･lH-NTvtR(400 LW l.C【Xl】)

8405(3H.i.1).622(2ti.S,7),6Sl(lH,rnJ).690

(1H,d.J =88Hz,g).693(1H,S.5).7.15(2日,m,

2&4).7･88(lH,dd,J=88,2.2HL,9).864(1H,d.J

=22Hz,6)

7-Me山o叫 (70McBF)呈旦
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1_旦を酢酸中sTJllClで遅元し (70℃.30rruJl).アルミナクロマトグラフィーで柿魁｡

･LH-NMR(400MHz.CDCl,)

8352(4日.br.7&8);4糾 (3H.S.1).673(lH,d.I=

77Hz.9),6.76(lH,m.3).680(1H.S.5),7.13(2トL

∩.2&4).725(2H,m.6&10)

4JN,N-DhT氾山yhm noト2-(4-chhro13-JlllrObenzILoxy)benzaJdehyde 2i

ヱと且を用い.⊥之と同様にする｡ (DMFに溶けない敏合,7ひ80℃で浮かして扱っ

た｡) (y.85%)

･1日-NMR(400 M地 .CJn J)

83.08(6日,5.4);5.2日2Ji.S,6):605(lH,dJ = つ 1 7

2.2Hl.5):637(IH.dd,J =8.8.22Hz.3);760 3√/V cHO ′

M4e2遁
(lH.d.J=81Hz.8);768(lH.ddJ =81.18 4

HZr,9).776(lH,d,J =89Hz.2),798(lH.d,J
1.8Hz.7).102L(1H,5,1)

6_爪.N_DLmelhylammo)_2-(4-chlor0-3-nltrODhenYnbcTLZOruraJ1 22

且⊥を用い,⊥互と同様にする｡ (y.19%)

･'H-NMR(400MHz,CDCl))

8304(6日,S.1);677(lH-dd.I=8.8.22Hz,2).

682(lH,d,J =2.2Hz.4).703(1H,S.5),743

()H,d.J=88Hz.7).7.55(lH,d,J=8.8Hz,3)

786(lH.dd.J=8.8,18Hz,8).825(lH.d.J =

18Hz,6)

Me2

6イNJl-DimeLhvLaw ト2イ41amin0-31uUODheny))bnzofuran 23

旦之を用い,_L生と同様にする.BerLZeneより再結晶｡ (y,56%)

･LH-NMR(400M批 CDCl,)

83.01(6日,S,1),6.17(2H,S,7).675(lH.dd.I= 3

88,22Hz.2),681(lH,S,5),6.86(lH,d,J = 2

22Hz.4);6.87(lH.d,J=88Hl.8).739(lH,

d,J=8.8Hz,3);7.77(lH,dd,J=8.8,2.2Hz,

9);8.55(lH.d.J=22Hz.6)

6イN.N-DimeLhylaLrTW Oト2イ34-diaminoDhenyl)仙 恥 BF)2_A

⊥且を旦且と同様,酢酸中snniClで道元し (70℃,30nh),アルミナクロマ トグラ

フィーで頼封｡
･'H-NW (400 肌 .D肌S叫 )
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8291(6H.S,)),460(2H.S.7).475(2H.S8).

654(1H.d.I=81Hz.9).669(lH.dd.I=8.4,

22H乙.2):671(lH.S, 5).6_82(1日.d.J=2.2Hz,
1

4);688(1日,ddJ =Sl1,I8Hz,10).6-96(1日.d.Me2
I=18Hz.6).731(lH.dJ =84FlZ,3)

3-0山rか2-山肌ト6イ4-cvano如 ヱYlow)benzahkhyde 呈旦
且と4-CyanobenzylbrDmideを用い,⊥之と同様にする｡ (y93%)

･.H-NMR(400 MHz.DMS叫 )

8530(2H.S,4k7.59(lH,d,J =8.8日乙,3).773(
(2札 d,J =8.3Hz.5).7.89(2日.d,J=83H乙6):

854(1H.d.J=88H乙.2).1031(1H.S.1)

5-Cuor0-4-mlrO-2(4cy山10Dhenyll地 肌 26

呈且を用い,⊥且 と同様にする｡BerLZerWより再結晶｡

･'H-NMR(400枇 CDq,)

8750(JH.S,3):7,50()H,d.J =88Hz.2).769 (

(】H.d,J =88Hz.I),779(211,d,J=88Hz.4),

800(2H,d,I=8.8Hz,5)

51Aminかむnitro-2イ44YanODhenyl)血 oFutan 27

呈且を用い,⊥まと同様にする｡ (y40%) (180

℃位にすれば最も収率が良いと思われた｡)

･lH一NMR(400MTiLCm ,)

66.43(2H,～,1),6.77(1H,d.J =92Hz,2);759

∴ ニ ー

(1H,dJ =9.2Hz,3),7.75(2H,d,J=88Hz,5); 2

7.92(1日,S,4);7.98(2H.d.J=8.8Hz,6)

45-DiaJrLn0-2ll4ぺYanOOhenvnk rはOfuTan 28

21 をEK)Hに溶か し,10%P〟C触媒を加え,H三芳囲見下,室温で 15mm探拝｡液

過後,溶媒を溜去し,アルミナクロマ トグラフィーで掃乱

･'H-NMR(400 MHz.DMSO-a.)

847(2H･br･2):50(2H･br.l)･6･8日1H,d-J=8･8Hが
Hz.4),7.27(lH,d.I=8.8H之,3).733(lH.～,5). 2

7.90(2H.d.I=8.8Hz,6),802(2H.d.J=88Hz. 3

7)
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第2卓 第Ll節

23-Dim=thy1-6-nltTgaCetaJdlde 旦旦

253gの 2･3-D･rTKLhyl161rutrOan,lme(0152ny･L)を290d の酢酸中.15mlの無水酢転

(0159.TK,1)を加え,1h還流する｡溶媒溜去後･E10日から再創 占. (29･3g.y98%:

原料回収 153g)

･lrl-NMR(300Muz,CDCIJ)

8218(3H.S,3);224(3H.S.2),239(3H.S,4).7】8(lH.

d.J=83Hz.5),780(1H.d,J=83Hz,6).8.46(111.S,1) 6

45-D)metJIYl-2-nJtrOaCelanlude 30

4,5J)･meLhyL-2m,帆,- Li一-eを原料に且旦と同様にして合成 した｡ (y97%)

A1日-NMR(300 Mnz,CDCl】)

8227(3H,S,2);2.28(3H,i.4)-235(3H,S.5).7.98(lH,

S,6),854(lH.S,3).)030(1H.5.1) H2Pu;*54
3-Acetm do4-mtrophtJlalJCaCld 且⊥

29･2gの呈旦 (01140moD を 11の水に懸濁させ,100 gの MgSO.(0.831mol)を加え,

還流させ,133gのKMr10.(0841mol)を合計2)の水に懸濁させながら.小分けに し

て入れる｡ (紫色が消えたら継ぎ足すようにする｡原料が溶けきった ら,残っている

KMnO一を全て入れ,80℃で紫色が消えるまで戊搾する｡)熱時プフナー浦過 し,漣液

に食塩を飽和させ.冷後 HClで酸性にし析出物を波乱 溶液はAcOElで抽出し,溶媒を

溜去する｡ (196g.y.52%)

I■H-NMR(300 M批 DMS叫 )

81･97(3H.S.4),790(lH,d,J=8.4Hz,6).804(1H.d,I

=8.4Hz,51:10.13(lH,S,3):135(2H.br.1&2)
4-AcctBJnjdc>5-nibtDhLh+ahtack1 32

旦且を原料に旦⊥ と同様に合成する｡ (y,59%)

･LH-NMR(300 M恥 DMS叫 )

82110(3H,5,5);791(lH,S,3);826(lH.S.6日 OJ53(lH,

S.4);13(2日.bT.1&2)

*この酸化反応のポイント*

1.水系で反応 しているので.原料のキシレンが溶解 しにくい｡そこで初めはrenuxの

状態で韮官をよく溶か しつつ,少塵ずつ K仙-04懸濁液を加 える｡ (火傷に注意 日

MgS04は初めより全長溶かしておく｡ある程度反応が進行 して溶けてきたら (まず.一

つめのメチル基が酸化 されて水溶性が増す｡),完全に二つ日のメチル基を酸化するた

め,0日ba山を 70-80oCに下げ-overmghtにてゆっくり酸化する｡ (renuよを掛 すると,
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K̂ hO･の自己分解が速い ようである.)Ziは水を浮媒 に用いたが.ど)ジンを

CO-solvenLに用いると最初の好けづらい状態が解消できるとの報告を共同研究者より受け
た｡

2 勲時にブフナ一波過するが･熱敵で しっか りItlnO三を洗 う必輩がある｡漣液は
NaClを飽和させる｡

3旦⊥ と旦且 では,性質が異なり.旦⊥の方は分子内水素結合があるためか,水溶

性が低く,酸性にすると,析出が見られた｡31 の方は析出しないので発色い水溶液で

ある｡31 -の反応が中途半端な塩合,水より再結晶すると,モノメチル体が結晶とし

て出てくるので,ジカルボン酸と分離できる｡ただし手早く行わないと.アセチル基の

加水分解が起こる｡

3-Acetm do4mtroDhLhalicanJIYdnde 旦旦

0･538gの31 (200m.rK)1)を 10rTILの無水酢酸に80℃で溶かし,そこにAcCllmlを

加え･2hそのまま撲梓｡溶媒を溜去 し,少丑の無水 cHtCL,を加え,析出物を波乱

(029呈.y.58%)

･lH-NMR(300MH之,CDCI,)

8235(3H,S,2),789(1H,d.J=8.2Hz,4),845(1H,d,I

=82Hz.3),901(lH,S,1)

4-Acebmid小 山 廿oDh血山canllVdTide 34

6･Ogの31 (22mrml)を60d のAcClを加え,2h還汎 溶媒を溜去し,Be.tzeneよ

り再結晶61)｡ (510g-y.90%)

･'H-NMR(300M的,CDCl】)

82.40(3H_,S,3);8.85(lH-i.1),9.54(lH.S.4),1064

S.2)

4

(3-Aminc4 n'tronuoresceiJl) 且旦

旦且 と2当iの ResO- olを 180℃で溶融し,2h後 o･25当tのZnq,を加え.210℃

で乾燥国化させる｡黒い固まりを砕いた後,0.6NHClを加え,2h逮淀｡冷後沈穀物を

漣取し62)-乾魚後･シリカゲルクロマ トグラフィーにより採乳 (y･5%以上)

･lH-NMR(300 MHz.DMSO-de)

86･38(1H,d,J=86,3),656(2H,dd,J=86.2.4,5),

666(2H,d,J=24.7).6.80(2H,d,J=86.4).7.96

(2H.S,1),835(lH.dJ =86,2),10.18(2H,S-6)
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4･5-Diam血0-3㌧6叫
(34-D .a･T･in州uorcsceh) (DAヂ-1)
旦互をNa2Sおよび NaSHの水溶液中,24h還流 し.冷後 HClでpH4にし,沈殿物を

注取 46)一乾漁乱 シリカゲルクロマ トグラフィーにより梓乱 (y.76%)必要であれば,

硫黄を除くため,2NHCJで再結晶 した後.NaOH水溶液に溶かし,再度 Hu で pH4に

し,沈殿物を滋取｡DAF頴は2-propamlより再第品可能である｡

･-H-NMR(300 MXz.DMS叫 ) NH_

85.01(2H,S,2),588(2H,～.1),6.05()H,d.J=75.4).

652(2日,dd.J-86,24,6),660(2H.d,J124.8).

6.64(2H,d.J=86.5),678(lH,d,ノ=75.3);9.97

(2H.S.7)

･MS ′n/=362秒l') ･JR(crnLL) 1730(C=0),1615, 6

1453(atomauc) .mp 300℃以上 ･EACalcdrAor7

C2.HHN20{2C,H書O C.6471,H.627;N5,81.Found

C.6462:H.6.21.N548

A .J～
8 8

5-AmlnOl6-rlltrO-3●.6㌧dLhydroxy-SDJTOrlSObenzofura∫トlr3〟1.9I-r9FIIxanthenl13-one

(4-ん 11ino-5-nltrOnUOreSCein) 旦旦

旦生を用い,_旦且 と同様に合成｡ (y19%) 02
llH-NMR(300MTIz.DMSO･村

86.55(2H.dd,J=86.22.5):665(2比 d.J=22,7). 3

6.74(2H,d,J=8.6.4),759(111.S,1):773(2H.i,2),

774(lH,S.3)-1012(2H.S,6)

7 7

61Jh ln0-5-nltl0-31.6'Jlhydroxy-sDirorlSObenzoruTa爪-I(3〃1.9㌔r9111xanthenト3-one

(5-Jh o4-nltrOnuOreSCein) 31
旦且 と同時にできてくる｡ (y.34%)

･■H-NMR(300M批 DMS叫 )

86.58(2H.dd,J=8.6,22.5):6.63(lH.S,3);6.65(2H. 3

d,J=2.2,7):6.75(21t.d.II86,4):792(2H.S.2).

8.49(lH.S,1);10.17(2H.S.6) 5
7 7

56-Di血 3-6lJ山ydn)xy-sDiTOri50benzofuraA-1(3〟19㌔r9fJIxanthen1-31粍
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(4,5-DJarrLLngnuOreSCem) (DAF-2)

旦旦 または旦7を用い,DAFlと同様に合成 (1旦且 より30%._32_より97%)

･lH一仙 LR(300 M上tz.DMSO-a.)

85.00(2H.S.2).558(2H,S,3).607(lH.S.Ll).6.52 NH_

(2H,dd,ノ=8.6.2.2.6),660(2日,d.J=2.2.8).660

(2H,d.J=8.6,5);6.89(lH.S,1).9.99(2H.～.7)

･MS m/ニ362(M~) ･LR(cm.) 1732(C=0).1618.

1458.1383 (alOm仙C) (1586(C=0&aTOmal)C)二1535

(pyTyllUmCaLIOrI).1460.I370(aTt)mauC).yellowForm) 6

･ m.p 2401250 ℃ ･ EA Ca】cd Tor

CZoJlHNユ052CJHlO C,64･71,H,627,N58l･Found

C.6467.日.615.N608
8 8

7-AmlnOl6-zlllr0-31.6㌧d1hydroxy-sDLrOrlSObenzoruran-I(3〟19㌔r9〟1xanLhenl13-one

(6-Am'n小5-nJtrOnuOrCSCeln) 旦旦

旦且 と同時にできてくる｡ (y2%以上)

･lH-N棚 (300 MHz-DMSO-㈲

8640(2日.S.3).656(2H,dd,J=86,24,5);671(2H-

d.J=24,7).672(2H,d.J=86,4),722(lH,d,ノ= 5
86,1),8.38(lH,d,J=86,2),1018(2H,5,6)

7

6.71DlarrLin0-31.6㌧dLhydroxv-sDlrOrlSObenzoruraJll1(3〃19'-r9〟1xanlhen1-310ne

(56-Diam inonuorescein)

旦且 を用い,DA戸-1と同様に合成｡ (y.30%以上)

･LH-NMR(300MHz,DMS(}4)

83.80(2H,S.4);5J58(2H,S,3),653(2H.dd.J=8.6,

24.6).662(2H.a.J=86.5).665(2H,d,J=2.4.8);

679(ILLd,J=7.9.2).7.07(lH.d,ノ=7.9-1).10.Ol

(2H.S.7)

･MS m/Z362(Mつ ･n (cm') 1730(C=0).1611, 6

1453･1383(aromaLIC) ･rnP･ 220-230℃ ･EA 7

CalcdJorC2｡H.一N20,1･4H:0C,61198,H,437:N723

FoundC,6170.H,4.09;N718



4-Amino-5-nitro-2●･7●-dichloro-3 '6'Jihydroxv-sD･rOr.SObeQLOPfuranH3Hm 9Itlさ
oB (3-Amin0-4-njtro･dlChlorpnuor_esceLJli 3_9

旦且 と4-ChlororesorcLTu)1を用い,旦互と同様に合成｡ (y.6%)

･'fI-NMR(300 lW Z.D.～LSO-a.)

8641(1H.a.J=86.3).6.87(2H i.6).703(2H.i.4).

7.83(2H.～.1):8.36(1日.d.J=86.2):ll.23(2H.S.6)

訂 -0- 〉6

43-DlamlnO1217--dichJoro-3'6㌧dLhydroxy-sDlrOrlSOtm ruran-1(3Fn9-lr9〟1xanthen1-3-m

(34-DLaminoJichbronuoresceLn)

旦且 を用い.DAY-1と同様に合成｡ (y.52%)

･LH-NMR(300 M的 ,DMSO-de)

8514(2Il.S,2),597(2H.S,1);6_12(lH.d.J=7_7.4),

668(2H.S.7).681(lH,d.J=77,3).6.85(2H.S,5),

10.97(2H.S.6)

･MS m/2430伽1◆) ･TR(cml) 1705(C=0),1610,

1381(aromat'C)(redform) ･m.p. 240℃で昇華し始

め , 300 ℃ で 溶 け ず ｡ IEA Calcd for

C20H.2Ch,N,0{C3目名OC,5622,H,410.N5170･Found

C,55.82:H,415,N5.79

5-Am Ln0-6-nlLro-2'.7㌧dlChlor0-3㌧6㌧dihydloxyISD)rOrlSObenzoFuran-1(3〟1.9㌔r9FIIxaJl山enl13-

些 (4-AnM か5-nltrO-dJChloronuoTeSCein) A.旦

且生と4-Chhroresorcmolを用い,旦且 と同様に合成｡ 02
(yA⊥ と合わせて30%以下)

lH-NMR(300MJILDMSO-a.) 3
86.9(2H,br.6);6.91(2H.S,4).7.63(lH,S,I).777

(2H.5.2).7.86(lH,S,3),1107(2H,S,5)

6 6

6-Ar71In0-5-mLr0 -21.7㌧dLChloTO-3■6㌧dihydroxy-sDLrOrLSObenzofuran-I(3Ill.9㌧r9FIIxaJILhenト3-

些 (5-AmiJIOJトnlt'OJIChloronuoresceiJ1) _生1 2

ig_と同時にできてくる.

ILHINMR(300 MHz,DMSO-de)

86.66(1H.S.3),6.89(2H-S.6),691(2H.i.4):7.96

(2H,S.2),848(lH,S,I).llll(2H,S,5)
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5ふDiamino一三∵7㌧dichbr0-3㌧6●-diny叫
(451DLamLnnOdM um JJl)

A_9_と旦_⊥の混合物のまま,DAY-1と同様に合成した｡ (y53%) "i

･】H-NMR(300 Mllz.DMSO-a.)

8512(2H.S,2).5.69(2日.S.3),6]2(lH.5.4).663(2H.

S.7),685(2H.S.5).693(Ill.S,I).1096(2H,S.6)

･MS m/2430(M+) ･IR(cml) 1717(C=0)

･ mp 215-220 ℃ ･ EA Calcd for

C,oHl三CL:N三0,CユH30C,5622･Hl4-IOIド5･70 Found 6

C,56.22.H.398,N5.84 HO , -〇 一号7

7-AmLn0-6-rulro-2P.7I-dlChlor0-31,6'-dlhydroxy-sDATorlSObenzoruraLl-1(3fl).9I-r9FrlxaLlthertl-3-

些 (6-Ammo-5-ruL'O-dlChlororluDrESCei'l) _隻_旦
旦且 と同時にできてくる｡ (yl%)

･-H-NMR(300Mnz.DMSu e)

8660(2H.S.3).6.93(2H.S,4),693QH.S.6);7.22

(1H,dJ =86,l).840(1H,a,J=86,2),日 17(2H,i,

5)

6 6

6.7lDIamino-2'.7.-dlChloro-3I.6l-di九vdroxv-sDLrOrLSObenZOFuTan-I(3JJl.9I-r9111xaLt山en1-3-one

(56-DL+amJLlかdjcuoronuDrCSCCin)

土之を用い,DAF-1と同様に合成｡ (y.16%以上)

･lH-NMR(300 批 DMS叫 )

8406(2H,S.4),574(2上Ls.3);6_61(2日.S.7):684

(lH,d.J=7.9,2L6.89(2H.S.5).7.10(1H.d.J=7.9,

I),LO_97(2H,S,6)

･MS m/=430Od7 ･LR(cmll 1719(C=〇九1456,

)385(arorrLa山C) .mp 230℃で昇華 し始め,300℃

以 上 で 完 全 に 溶 け ず ｡ ･EA Cakd for

C:｡Hl三C12Nヱ05C]HsCLC,5622,日.4.10:N5.70.Found

C,5597,H.402.N600
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DAF類の トリアノー′レkはそれぞztの DAPを lヽeOH.こ削 しゝてHTl0gasをバブルし.

溶媒を溜去後,シリカゲルクロマ トグラフィー.こより棉熟 した.

3I･6--DihYdJT'lY-JPiroltr.叩 loE41J'=4･51L.血 ∩乙Ofuru -I(3Jn.9"-r9Illxm Lhd-ト3-gE
(3,4-Fluoresc由 一tnamle)_ (DAF-1T)

ILH-NMR(300MHL,AceLone-a.)

8660(2H.dd.J=86.24.4),677(I)_H.d.J=24.6). 1

677(2H.d,J=86,3).7.23(lH.d,J=77.2).843(1日 2

d,J=77,I)･9･05(2比 sl5) 3

･MS ′,1/2373(Ml) IlR(cml) )734(C=0),1615.

1453(amrnatlc) Amp. 3(氾℃以上

6 6
3■'.6'1-Dihydroxy-st)irortriazoLor4P.5●:5.61isobenzofuran-1(3FI).91●-r9111xaTtLhen1-3-one

(4,5IFLuoresceLntnaZDJe) (DAf12T)

lllIINMR(300M批 Aceto■℃J.)

8659(2H,dd,J=88,2.4,4).6.72(2H.d,J=88.3),

675(2H.d,J=24.5).768(lH,S.2);8,56(1H.S,I) 2
･MS m/=373(hn ･R (cmll) 1725(C=0).1616.

1474,1383(aTOrnaLIC) ･m.p. 300℃以上

5 5

3r■.6"-Dlhydroxy-sp+rorLnazoloT4',5'.6.71isobenzofuran-I(3〟1.9日-r9〟lxaJl山erLト3_one

L56-FIuorescelnnaZOle)

･LH-NMR(300MHz.Ace10mJd)

8634(2H.dd,J=86,2.4.4h667(2H,d.J=86,3).

679(2H,d.J=24.6),800(lH.d,J=80.1);824(lH,

dJ =80,2),9.00(2H,5.5)

･MS m/=373帥 ･m (m~') 1734(C=0).1611.

1474.1383(aromarK) ･mp 300℃以上

3".61'-DlhydTOXY-2■'.7'l-dlchloro-splroItrlaZOLol4',5■4.51isobenZOruraか1(3Jl).9"-

【9〟lx仙 b4-DichM uorescen maヱde)

･'H-NMR(300 MHz,Aceto肥Jd)

86.97CZH,S.5).700(2日.5.3).731(lH.d,J=90.2); 1

I Io' ･ヽ
5 5

846(lH,d.ノ=90,1),970(2日.S,4)

･MS m/2441(M◆)

･lR(crn') 1748(C=0),1582.149),1385(aTOmaLIC)

･mp 300℃以上
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T.61l-Dlhydroxy-2∴7''-dlChloTO-SPlrOrlnaZOLof4'.5■5,611SOben7Oruran･1(3〟1.9''_

r9fJIxanLhen13- (45-Diehlm nuoreseenLna10k)_ (DA卜-5T)

･'H-NMR(300M批 AceLOmJ.)

8686(2H,S.5).693(2H.S,3),7.8(lH.br.2人8.6(lH.

/!ph てH

br.I);9.62(2日,S.4) ,

●MS m/I44101◆) 3

IR(cmL) 1724(C=0):1385(alomallC)

∩_p.300 ℃以上

5

3r..6"-Dlhvdroxy-2".7■l-dlChJorO-SE)lrOhriazolor4■.5-6.7llSObenzofuran-I(3Fn.9r'-

r9FnxanLhenh bJ5-DicuoronuoresceuluW Ok) (DA戸-6T)

･'H-N析R(300MH乙AcelmeJe)

8688(2H,S,5),700(2札 S.3);804(lH.d.J=80.1).

823(I一l,dTJ=80,2),968(2日,5,4)

･MS mJ=441仲r)

･LR(cmL) 17)7(C=0),1636,L458,1385(aromaLJC)

･mp 300℃以上

フルオレセインのR は3種の formで異なることが知 られ て い る 6])｡



第 2草 第 6節

561DlamnO13●6'-b如accLYb蜘 叫isobenLOfuranW xaT)therLO

(451Diaminonuoresceln d･acclate1

124mgの DAP-2 (341mmd)に 120rngのCslCO,を含む 50d のCH.C＼中.70plの

無水酢酸 C22当量)を加え.lh室温で携挽 減圧溜去後,シリカゲルクロマ トグラフィー

で捕乱 (137mg,y.90%)

･1汀-NMR(300MHz,AceLone-db)

8227(611,S.7),468(2日.S.2).516(2H.～.3).

634(lH.S.4),6.92(2H,dd.J=8_6.22.6).

700(2日,d,J=86,5);712(2H,d,J=22,8):

715(1日,～,I)

･MS m/Z446(M~) 7

lR(crnI) 1750(C=0),1606(aTOrnat】C)
H3CO

8 8

7
0COCH3

･m.p 110-】20℃

'EACalcd･rorC三4日.,N207C.6457,H,406.N6.28.FoundC,6427:H.416.N6.18

6lJh ino-5-(Octadecyl)ammo-3-.6'一dihvdTOXY-SPirorjsobenzofuran-1(3Il),9'-F9〟llanthen1-3-

些 (DA戸-2C18)

36rngの DAf-2(0.10TTmOl)と35nlgの 1-10do∝tadecaLle(0092mnol)を5rnlの E10H

に溶かし,16h還流｡減圧溜去後,シ リカゲルクロマ トグラフィーで拝礼 (5mg,y.

29%.原料回収 26mg) 2 3 4 5 6 7

･LH-NMR(300Mliz,Ace10ne-d6) 8

8087(3H,LJ=6.0.7),128(28H,m,5),152 日が

(211.m,6);1176(2H,quln,J=77,4);326(211.td,

J=7.0.53.3);4.29(lH,LJ=53,2),510(2H.S.

8):630(lH,S,1).660(2H,ddJ =86,2_2,日)こ

668(2H.d,J=2.2.13).6.72(2H,dJ =8.6,10);

690(lH,S､9);886(2H,S,-2) ∴乙
13 】3

NイPenLadecylト細 山vl)txnzamide 43

667gの 4-Bromome山yl血 icacid 01mmol)を 250ndの BerLZeneに溶か し,室温に

て20mlのSOCbを南下し.80℃で8h過払 溶媒を溜去 した後,CHCL】を200d加え.

705gの 1-心血叩enladecme(31mmol)を30nJの CHCl,に溶かしたものを入れる｡ さ

らに6gのCsCOユを加え,1h横枠｡AcOEIで抽出後,シリカゲルクロマ トグラフィーで

讐 ohlnX e蒜 ,ewLMD,;Pzi豊 ,,̀2･3g･y 17%' B′令甘杢 5
8088(3H.I.J=66.4);126(26H,m,3).345(2H. 6

1160-

12 3 4CONHCH2(CH2)I3CH3



Ld.J=7.0.5.9,2):450(2H.S.ノ=53,7).6.06(lH.

br.I);745(2H,d,J=84,6),7.73(21tdJ=84,

5)

DAF-2C)5

26mgのDAF-2(0072 rT-01)と30mgの旦旦 (0071rnm)D を10mlのELOHに溶かし.

15･5h還流｡減圧溜去後,シリカゲルクロマ トグラフィーで持乱 (】7mg.y79%:原料

回収 15mg)

･H-NMR(300M比 .DMSOJ )̀

8083(3日,L.J=64.]0)-】22 2H

(24トLrn.8):I.50(2H.m.9),3.25

(2H.Ld,J=7.1.55,7);446(2H.

d.J=5.7.3);5.72(lH,LJ=57,

2);5.79(2日.S.日),634(lH,S,
12).6.49-57(5H.m.1.13-14),660

(2H,d.J=20,16).749(2H.d,I15
=84,4),7.82(2H,d.J=84,5).

840(lH-I.J=55.6).998(2H,5,

15)

6 7 8 9 10
CONHCHdCH2)I2CHPHユ



第 2♯ 第 7蔀

6-ArnJJP 3■･6'JidlCCtYLoryト印i巾Ii血 orurl山 (311)A9･-r9JJIx軸 1-3q-
(4-Aminonuoresceul血糊 )

4-ALTnnOnuOrm (1761mg-51m,a)をCszCOlを蜘 した50ndのCH】CNに溶かし.

96plの無水酢酸を加え Ih室温で授拝｡搭媒減圧節主役,シリカゲルクロマ トグラフィー

で精魁｡(y.72%)

1日-NMR(300MfIと･CDCll)

82.29(6H.S,7),585(2H,S,2),690-6.99

(6H.m.316),705(lH.d.J= 13.)).725

(2H.d.J=18,8)

MS m/;431Plつ.388(M一一cHjCO)
m.p )221Ⅰ2B℃ 7

H3CO



第 3章 第 1節

31(N-Me山yhceLaTrLido)4-mL〔地 44

ll8gの 2･3-DLmeLhyl-6-rutro肌 il- (0057.TDl)を 300mlの THF■こ結解 し,1.5gの

NaJl(0063･TX･))を少丑ずつ加える｡水素の発生が終わり次第,Mel(7ml)を加え,塞

温にて 1h練乳 溶媒溜去後-シリカゲルクロマ トグラフィー (MeOJI3%/CH2CL,97%

V/V)により精臥 (123g,y98%.二つの異性体の混合物)

･1日-NMR(300MHz.CDCl,) ＼ ..〈〈(..

6)76(3H,S.2),222(3H,i.3).242(3H.S.4).3]4(3日,S,I),732

(lH.d,J=8.2Hz,5).772(lH,d,J=82Hz,6)
Oz

82･18(3日･S･2)･2･26(31Z･S-3)･236(3H,sl4):329(3Ii･S,I)･724 6
(Hl.d.J=83Hz,5);7.78(1H,d,J=83Hz.6)

4-W IMethyhcekmido)-5-nibTLXYkne 45

45･DjLTd y1-2-- 山he(7･88i.38mmoL)を原料 に旦_土 と同様 に して合成 した｡

(804g,y.95%.二つの異性体の混合物)

･lH-NMR(300 M}k CDCIJ)

81･81(3tl,S.2),2･38(6H,5,4,5),319(3H.i.1);7.13(1H,S.3).

784(lH,S.6)

8224(3H,S.2).232(6H.S.4.5).3.38(3H.S.I),707(lH,S,3);

7.82(lH.S.6)

IMS m/zl760vr')

a.

∝
C

rJ
zn

3I(N-MetJ.ylacelaTn･do )4-mtrophthaLICanhydrlde A旦

AA (122呈,140mLTK)))を原料 として,旦⊥ と同様に合成 し,粗

3-(N-mBdlyhceLam'do)4 ruLTOPhthallCaCld(14A)を得る｡ これを且旦 ＼1

と同様の方法で脱水 し.旦⊥ を得る｡ (ll.4g.y79%)

･'H-… (300MHz,CDCl】)

82･31(3H,S,2);350(3H.～.1),810(lH,d.J=82Hz.4):8.39

(1H.d,J=82H乙.3)

4-(LV-MeLhylaeeLm do)-5-nlLroDhthhcanhydTlde Aヱ

土互を原料に旦且 と同様に合成する｡ (y53%)

･】H-NMR(300MJIz･CDCl,)

8229(3fi,S･3)-3･56(3rI･sl2):801(",S･I)･847,(lHIS,4) 3H3COC
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4廿 ~NedyLLrniJVト5-niLJl>2■tTJkhLo叶3■･6'Jihyd,oIY1PtrOri血 olu_rLn-I(3JJ).9:二
[9〝lxaLldlen1-3-oneA旦

旦旦 (251g.95mTK)L)と4ぺhJororeso■℃LnOl(278A.

]9mrTN)1)を me山aLleSULlorucacLd (18ml)中.AT券園気

下80℃ で 38h捷梓後 220mIの水を加え.2h還流｡冷

後,pH2に して沈殿物を浦放 し,乾燥後,シリカゲル

クロマ トグラフィー (MeOH5%/CH,Clっ95%V/V)により

掃救｡ (I.55g,y34%)

･JH-NMR(300MHz.DMSO-d｡)

I 8305(3H,d,J=53.2).636(lH.d,J=84.4),687

(2H･S.7).7･01(211,i.5),8･09(litq.J=53.1),8.15

(1H.d.J=8･4,3);ll.09(2H,br,6)

7 7

5-A仙 イN-meLhylaLTM 2ゝ'7'Jichlorol3'.6'Jihydroxy-sDirorisobenzoFuraLl-1(3〝1.9･_

[9Jllxandlen1-3-one (DAF4Ml)

旦旦 (1.53g,3.2mmol)をDAP-1-の還元方法と同様

に湛元する｡ (0.87g.y.61%)

･lu-NMR(300 MHz.DM50-a.)

8305(3H,d.J=55,2),506(2H,br,3),5.48(lH,qJ

=55,1),626(lH.a.J=78,5);6.70(2H,S.S).6.84

(2H.5-6).6･91(lH-d.J=7.8,4),日.0(2H,br.7)

4lAmiT-0-5-(N-rneLhy)amino)-2'･7'-dichlo,013■.6--di九yd,oxy-s°irorisoberuofuran-1(3〟1,9･-

E9JJIxandlen1-3-cne (DAY-4M2)
DAF-4 (0.18g.041mmol)を 15mlの EtOH中Mel(1.4血)を数回に分けて加えなが

ら,AT雰囲気下80℃で3h鎌搾｡シリカゲルクロマ トグ

ラフィ~,プレ′(ラティプTLCにより精製. (30mg.y.

16%,原料回収 013g)

･LH-NMR(300 MHz.DIVlSO-d.)

82･78(3H.d.J=4.6.3).5.35(lH.q.J=46,2),607

(2日,br,1);6.24(lH,d,J=77.5).6_65(1日,d,J=7.7.

4),668(2H.S,B):685(2日.S.6).ll0(2上Ⅰ,br,7)

-164-

8 8



6-Ammo-5lLN-Tne山yLamnoト2'r-dwhJor0-316㌧山hydro叫 帆 -
[9111.1anUlen1-3-one (DAヂ-5Ml)
DAf-5(94mg.022rrm l)をDAFJ.Mlと同様の方睦

=L で讐 二 A(35nm禁 Ly.･u2,6%nl.慧n#警 48mg)
･'H-NMR(3001VIHz.DMSO-dd) 5

8283(3H.d-J=4･6･3)･5･25(lH･q･J=4･6･2)I5･76 6

(2Jl.br.4).615(lH.～,5),662(2H.S,8):6.67()H,

)).686(2日.S.6).ll.0(2H. br.7)

8 8

i-(N-Melhylam)no)-5-nltJ･012㌧7lJLChJor0-31,6㌧dJhvdroxy-sDLrOrLSObcnヱ0luran-1(3〃1.9I-

r9Illxanthenl-3･one Aj_

篭 慧 ㌘(6,=i霊 .i,7慧 諾 射 る｡ ỳ30%' H,3C;

8283(3H.d,J=48,3).67)(lH.i.4),686(2H.S,7); 4

6,95(2H.S,5),855(lH.S.1).865(lH,q,J=48,2),

1107(2日.br.6)

7 7

5-A爪11nO-J-(N-melhy)aJTMO1-2'.7㌧dlChloro-3■6-ldlhydroxy-sDlrOrlSObcnヱOfuran-1(3FI19l-

F9FIlxaJlthenll3-orle (DAY-5M2)

旦旦 (062g.13mTnOL)を DAf-]-の還元方法と同

様に退元する｡ (0▲14g,y25%)

･LH-NMR(300MHz,DMSO-d̀)

82.62(3H,d,ノ=4.6.4),513(2H.5,2).5.89(1H.q,J

=46,3).5.94(lH,i.5).6.60(2H,S.8);685(2H.S.6),

6.94(lH,S.1),ll0(2H,br.7)



41ArmlW-5-mtr0-2-7-JlnUOr0-36◆Aihvdroxy-sDLrOHsobenzoruran一日棚 --19〃1xanLhenL3-

0m:(3-ATW OJ一山td nLm nuOreSCem) 旦旦

ji3_(13g.5.0mmoL) と4-nuororesorcLnOJ(13呈.10

nvnol)をneLhnesulb nJCacid (lOml)中,AT雰tEEE気

下80℃で 60h洗拝復 120mlの水を加え,2h還流｡

冷後,pH2にして沈長物を漣取し.乾燥臥 シリカゲ

ルクロマ トグラフィー (MeOH3%/CH三Clユ97% V/V)に

より精製｡ (13g,y.61%)

･H-NMR(3(氾MHz.DMSO-d丘)

8640(1H,d.J=86.3),687(2H,a.J=73.6).6.89

(2札 d.J=ll.3,4):7.95(2H,br.1).836(1H.d-ノ= 6 6

86.2):108(2H.br,5)

4.5IDlainlnO-2■.7--dlLluor0-3-.61-dilLYdruXY-spLrUrIゝUbcIJ∠OrUraJ)I1(SIT),9'-I911lXNILJ)en】-3-urに

l (3 4-Di血 muoronuoresceul) (DAY-7)

J 買 憲 こ還 憲 …‡芸L:･a,S築 霞芸等

精艶, (0.94g.y.78%)

IH-TW (300MTIz,DMSO-dd)

8510(2H,S,2).5,94(2H.S-1).6.日 (1H.d,J=79,4),

6.48(2H.d,J=11.3.5),681(lH,d,ノ=7.9,3).683 6

(2Ji.d.J=75,7),10.6(2H,br.6)

4-Am■nO-5-(N-melhyLamino)-2',7'-dinuoro131.6l-dihydTOXy-S°irorisobenzofuran-I(3Fr).9'-

[9HIxaJlthenl-3-やnC (DAY-FM)
DAF-7(0.94i,24mmol)を200rruのE10日中 methyLIOdldeを用い,ん 雰EH気下80℃

で3h溌梓｡シリカゲルクロマ トグラフィー,プ レバラティプ11_Cにより精製｡

(015g,y.L5%.原料回収 0.53g)methanolか2-propaLIOLにより再結晶｡

･lH-N7m (300Mliz.DMSO-dG)

82.79(3H.d.J=46,3),5132(lH,q,J=4･6,2);6105

(2H.i.I):623(1日.d,J-78,5).64g(2日,d.J= 4
ll.3.6);665(lH,d.J=7.8,4),6･83(2H,d,J=75.8), 5

10.6(2H.br.7)

･EACalcdfo,C2】H.JF三N20,･CH40 C･5946･Hl4･08･7

N6.31Fould:C.5945,H.3.78.N6.02



叫 (a∝lVloxy)-21･7●JInuor0-59■roL)sot':nzorur… ■一

柳 ｣DAF-ndDA)_

DAF-FM (94mg.0-23r.-3L) とcsヱCO,(糾 mg.026mmol)を懲戒させた ?_Omlの

I CIl,CN中,無水酢酸 (52.uLO･55mTrK･l)を加え･2h室温で採乳 減圧溜去後.シリ

カゲルクロマ トグラフィーで精製 した｡ (84mg.75%)さらに.2-lSOPrOPanOlから再

結晶｡

･lH-NTdR(300MHZ.CDCL,)

82_34(6日,S.7).2.93(3札 5.3).340(川,br. 4

2):5.05(2日,S,1).6.48(lH,d,J=79,5);6.73 5

(2日.d,J= LO.I.6):6.87(lH.d,J=7,9.4).

7.09(2H,d,ノニ6.2,8)

･MS m/=496仲1-) 7
･mp 135℃ H3CO

HCH3
23

8 8
OC(X Hユ

･EACalcdforC"H"FINヱ07･C}H8001H20 C,6023,H,4･73;N5･02･Fou･1dC,60-01,

H.443.N500.

2''.7■■-Dinuoro-3''.6''-dihydroxy-spirorI'-methyltTialOlor4'.5■:4.51isobenZOfuranl1(3〃1.9lr-

r9〟lxamLhenl13-one (DAFIFMT).

DAP-FM (27mg.65汁mOl)をMeOHに溶かして,NOgasをバブルし,溶媒を溜去後,

シリカゲルクロマ トグラフィー (MeOHl0%/CHICk

90%V/V,accbCaC･dOO2%V/V)により精製 した｡乾燥 HユC

後.少丑の2NNaOH水溶液に溶かし,塩酸でpH314

にして沈殿物を波乱 乾燥｡ (13mg,48%)

･'H-NMR(300Mliz,Acelonc-de)

8450(3H,S,I).669(2H.d,J=ll2,4),6.94(2H.d.I

=75.6);741(1H,d.J=86,3),825(lH,d,ノ=86.

2),96(2H,br.5)

･MS m/=423即◆) Imp. 300 ℃以上



レ(NIMcLhvlammoト5hlLrO-ユ'T-d爪uor0-316'Jihldronr-jAPhsobenzoruranm --

r9〟1xaJILhen1-3-one旦⊥

器 慧 T:,:i認 諾 諾 射 る○ ỳ20%' ?C;

8284(3H.d.J=38.3);6_7(3日,m,4.5),6.86(2H.d.I

=62.7);856(lH.S.1).8.68(1H,q.J=3且 2),10･76

(2H.br,6)

7 7

5-A∫nlnO-山N-meLhvlarnLnOl121.7l-也lnuOrO-3'.6-1dlhydroxv-sDlrOrlSObenLOfuran11(3〟1.9I-

r9/仙 antJlen1-3-one (DAヂ-8M2)

旦⊥を原料に.DAf-7と同様に合成する｡ (y.60%)

･】H-NMR(300MHL.DMSO-dJ)

8263(3IT,d.J=42,4),5.)2(2H,～,2);587(lH,br,3),

5.92(lH,S.5).641(2H,d.J=112,6).684(2H,d.J=

75-8).695(lH.～.1),1063(2H.S,7)

HaCH
4 3



第 4辛

3.6-Bjs(dielhylamJJIO)-9-(3-amino12･{albo"=｣-nitTOPhenyl)xan山vllumlllnerSah 52

旦旦 (2･95g.0010rrK)))とN.N-D･eLh)1-31am lnOPhenoL(3.33g.0020rrk)11を乳鉢でよ

く混ぜ,180℃で容乱 80TnJ(200 ml程度で行った.bJがよいと思われた｡1の 2NHC)

を加え.2h淫乱 NaOH水溶液で中和し.折出物を連取.シリカゲルクロマ トグラフィー

(MeOH/CH,CL_=5J95)で柵製 (R,=0.3.MeOH/CllコCl】-5β5)｡ (y.297A.59%)

･'HINMR(300 MHz.CDCI.)
8109(12H.I.J=70.7).335(8H.q.J=7.0,
6).638(LH,d-J=86.3),6.42-645(4ll.m. 2

833(111.d,J=86,2) 4

軌 nealではなく.キシレン中 renux18h, 5

dryup,希 HCl中Tduxすることにより合成す 7 6

ることも可能｡ (H3CH2C)2N

3ふBis(d止LhylaJTWO)づイ34JiaJTUJW12-C血 ypknYl)xanthyLLLmlLrLnerSah (DAR-1)

105mJの水に611gのNa2S･9H20を溶か し,旦ヱ_(2,97A,5.9mmd)を懸濁 させ,

更に283呈のNaSH･nH20を加え血 雰囲気下24h遭涼｡塩敢敢性にし,折出物を沌取｡

シリカゲルクロマ トグラフィーで頼盤 ｡ (convers10ny72%.原料回収 2.n g)

･LHINMR(300 M批 DMSO-dd)
81.08(12H.I.J=68.8),333(8H.m,7),

4.98(2H,S.2).5.86(2H,S,I):606(lH,dJ=

77,4),637-641(4H,m,6),6.55(2H,d,ノ=

8.6,5),6.78(lH.d.J=7.7,3)

･MSm/Z472仲†◆) ･択 1717(C=0)

Amp.1451=

-EACalcd･forCZ,H】zN.0}05H:0:C.6983.

8 7
(H3CH2C)2N

H,6.91;NH64.Found:C,69_85,H,683.1TJ

tl.44.

軌 原料回収が多いのは水に好けにくい為で,エタノールを溶媒 として Pd/C態妹を

用いた壊鮭還元によると改善されると考えている｡



3ふBis(diethyhminoW oLrl卿 也 LlumInnerSalt(D人R-IT)

DAR-1を ト1eOHに溶か して,NOgasをバブル し,溶媒を溜ム旗.シリカゲルクロマ

トグラフイー (MeOH/CH‥Ck=7J93､/V)によ

り棉熟 した｡

IIHINMR(300MHz,DMSO-a.) つ

8I10()2H.L.I-6･4.7),3131(8H,m.6); 3
650-671(7H.札 3.4,5,8);8_Ol(lH.d,JI

8.1.2)

●FAB-MS nLIz484((M'H)ー) 7 6

･np. 3COcC以上 (H3CH2C)2N

36-Bis(djcLhy仙 oト9イ51amLrl0-2-d xy4mtTODhenynxanthyuumLJuerSah 53

_⊇i (19g.77rru‖d)を原料に,且之と同様に合成｡ (y.030g.77%)

･lH-… (300MHz.DMSOJ )̀ N,h

8109(12日-L.J=70,7),641(2H,dJ =24,

8);645(2H.dd.J=88.24,5),663(2H,d,J 2

=818･4).665(lHIS･3).7･90(2H,S･2)･847 3

7 6

(H3CH2C)2N

3 6-Sis(die山yLaJTu Oト9イ4.5血 min0-2-caTboxyDhenyL)xanLhyIJLm innerdt (DAR-2)

旦且 をエタノールに溶かし,PdK:触媒を用いた接触還元後-シリカゲルクロマ トグ

ラフイーで将乱 (定量的)

･1H-NMR(300Mlk DMSO-dJ)

8108(t2H,I.J=68.8),495(2H,br,2).

552(2H.br,3).609(1H.S,4),637(2H,d,

J=2.4,9);641(2H.dd.J=8.8.24,6).6_51

(2H,d.J=8.8.5),689(lH.5,1)

･MS/〟Z472(Mつ

Imp 158-163oC(dec.)

-170-

8 7
(H3CH2C)2N



∋･61BtddJLhy血 1- ト91与一山 ･1､.･如 dLIJIOL-Lyl)uJlthyliuml∫lW ..上 (D,u-2T)

DAB-2を原料に DAR-1Tと同様に合札

･lH-IVMR(300M批 DMSO-d,)

6108(12H.I.J=70,7).638(2H.dd,J=
82.22,5).644(2H.d.J=22,g),649(2H,

d,ノ=86,4),7･63(Il一.5.3).857(lH.S.1) 3

MS m/=483(Mつ ImP 300cc以上

7 6
(H3CH2C)2N

-3r6-8idd上山 bJTuJt'ト9jZ仙 yIl3･4-血 爪血 lYl)x･TuhyIIuJTl叫 喚生
(DAR-1EEの合成)

DAR-I(1】3.,･S.239mmol)を最少生の EtOHに溶かし,湊硫酸 1滴ずつ加えて,enux

Lつつ Tl･Cで反応を追 う｡エタノールを油去 し,NaOH水溶液で中和 した後の析出物を

浪軌 シリカゲルカラムクロマ トグラフィー (MeOH/CH2Cら-8/92V/V)にて柵札 (26

mg.y･20%.原料回収 62mg)

･lH一m tR(300Mnz.CDCl】)

8066(3H,1.ノ=7.I.2).133(]2H,1,J=

7･1,10);361(8札 q,J=7.1,9);419(2H.

q.J=7L,1);455(2日,S,4),605(2H,S, 6
3),633(lH,d,J=79,6);674(2H-d,J=

22,ll):6183(2日,dd,J=97,22,8);694 8
(lH,d,J=7.9.5).745(2H,d,J=9.7.7) 109
H-d･J=′･= Jt745(2H･d-J=9･7.7) (A,ucHy2C)2N-へ ＼〆
MS m/=501Pr) 11

NH2
3

1 2

COOCH 2 C H 3

05SO42･

N◆Et2

3ふBis(dielhylarnino)斗【3
LnJlerSalt(DAR-M)

OAR-1(231mg･0489rrlmOl)を 10mJの E10日に溶解させ,MC-50pl(1.7eq.)加え,

ouba山つけ･80℃に昇iR. 1h毎にTl･Cチェックして,Melを5叫 げ っ追加 (原料消

失とジメチル体生成のバ ランスにより程良い

ところで止める)｡ シリカゲルクロマ トグラ

フィー (MeOH/CH?CL,_=lo仲o.R,-04-05.)

&プレバラティプTLC (MeOIVCH,CL2-15/85)

で精軌 (y.25mg.1】%)

･lH-NMR(300MH乙-CDCIJ)

8113(12H.LJ =70､9).286(3H.S.3),333

(8日･q,J-70,8)･6･37-643(5Jl･m15･7･10)･(H3CH2C),N

-17ト

9 8

N'Et2



6.75(1日.d.J=7.9.4),681(2H.d.ノ=90 ())

･FABIMS m/=487((M+H)') ･mp 150-154℃

36-Bis(dieLhvLamJrmト9イ2-ace10… 6山oxycaTbortyl-3-aminQAdjuophenyLhanthytiunLm

旦旦

且-≡_ (494mg,0･98mmd) を 5.nlCH三CLCH三CL (dlst･) .=港 解 し ,

dihopropyleLJlylm ine (DLEA) (dLSt.) 200uI入れた後,aceLOXyTneLhylbronbde (AM3')

100pl加える｡室温にて撲梓 (密栓)｡ 1El後にm チェックし.状況によってDTtA

とAMBr先と同量加える｡さらに )Sh後.cH三CIlを加え,水でよく洗 う｡dTyuP.シリ

カゲル クロマ トグラフィー (MeO吋CHICL=6β4) (TLCIR,=04･MeOHJCttCt,-

10J90)により荷札 (124mg-y19%.原料回収359mg)

･LH-NMR(300MHz.CDCl,)

8136(12日.t,I-71,9),1.74(311,

2),370(8H.q,J=71,8)-545(2H,

1),6.55(lH.d,J=86,5),688(2H.d, 5

J=24.10).705(2H-dd.J=95,24, 6

7),716(2日.dJ=95.6);847(2H,bT.

3);853(lH.d.J三86,4) 9 g
(H3CH2C)2N

NH2
3

1 2
COOCH20COCH3

3.6-aIS(dlethvlaJnnO1-9イ2-aceloXvmethoxvca∫bony1-3.4-dlammODherlYl)xanLhyllumbromJde

l (DAR_1AM)

旦旦 (381mg,058rrLmOl)をEIOH90mlに溶かし,98rrlgPd/C (10%Pd)を少量ずつ

加え,Hl雰溺先下,2h室温にて採拝｡ろ過後,dryup｡

シリカゲルクロマ トグラフィー (MeOHJCH,CL=10仰 ) (TLC･R,=013,MeOI一KHICL2
I -lo仲o)により精乱 (291mg,y.80%)

･lH-NMR(300Mnz.CDClJ

81.31(L2日.1.J=70,10).167(3H,5.

2),3･59(8日.q.J=70.9).534(2H,i,

1).6.24(1H.d,J=79,6):671(2日,d,I

=26,ll),6.82(2H.dd.J=95,26,8),

693(lH.d.J=7.9,5);74L(2H,dJ =

95.7)

･FABIMS m/Z545(Mつ

109
(H3CH2C)2N



36-aisLdieLhvhn- oト9-r21aCetOXYme山oxycaTtM VL-3-aml叫 Ⅷ蜘 血o)phenYlト

xanLhyuumiodide(DAR-MAM)

DAR-IAM (300m&0.48mmoL)を30Tldの EIOHに溶解させ.MeI500 叫 (17eq.)加

え,oiJbaLhつけ,80℃に昇温｡4h後にTLCチェックを行い.さらlこ kゝlを5(氾pl追

加し,2h撹梓｡ (原料消失とジメチル体生成のバランスにより,程良いところまで繰

り返す｡)シリカゲルクロマ トグラフィー (MeOryCHユCI三=lo仲o.Rf=016)&プレ′くラ

ティプ TLC (MeO叫 CL:=10J90)で精製｡ (y･68mg,21%.DAR-)A… r87.T唱.

DAR-1仙rr67mgをそれぞれ回収｡)

･lu一打MR(300M批 CDCIJ)

8134(12H,L,ノ=70,ll),167(3H.S.

2):2.98(3H.S,5);363(8H.q,J=7▲0,

10).536(2日.S,1);642(lH,d,J=80.

7)･6･66(11Ⅰ-d,J18･0･6)･675(2ⅠⅠ･d･J 9

=24112):684(2日.dd.J=93･24･9)I ll10
743(2H,d,I=913.8) (H3CH2C)2N

･FA8-MS m/=559かl一)

･mp. 147-150℃

12

3.6-ais(dlmeLhyLamino)-9-(4-carboxy-1-medlYltxnzoLTla7･01-5-yl)xanLhyLlumiJuerSalt

(DAR-MT)

DAR-M (8.0mg,16LImOl)をMeOH宙かして,NOgasをバブルし,溶媒を潤去後,プ

レ′iラティプTLC (MeOH/CHっC12=10/叩 V/V)により将救 した｡ (20mg,yl24%)

･.H-NMR(300MHz.CDCll)

8112(1211,L,J=7_1,7),332(gH.q.J=

71,6);4.37(3日,S,1),6_31(2H, dd.J=

9.0,2.5.5);643(2H,d.J=2.5.8);658(2H,

d.J=90.4).726(lH,d.J=86.3).7.83

(lH.d.J=8.6,2)

IFAB-MS 爪/.,498((M+H)つ

･m･p 155-Iるo℃

-173-

7 6

(H3CH2C)2 N◆∈12



3ふBis(d血elhylamho)-9-(3-仙 -nllrolhcnlりxanLhvhumnner事alL 54

31 (6133g.21･6mmoL)とN,.V-DlrneLh)L-3-amJJIOPhenoL(701g.508mmol)を 柑0

℃で溶融 し,2h捷拝｡360Tnlの INHClを加え. lh遠泳｡iVaOH水浴液で中和し.

cH,C):で抽軌 溶媒油も シリカゲルクロマ

トグラフィー (MeOH/CH:CL_≡7β3V/V,R.:

05)で柵製｡ (6.40g.y.664%)

AlH-N帆B(300人ul-i,CDCl､)

82.99(12H,S,6),636()H,d.J=8.6.3).643

(2H.dd,J=88,2.6,5).648(2H.d,J=2.6.

7);670(2H,d,J=8.8,4).7.8日2H,br.)).

8_37(lH.d,J=86.2)

3.6-BIS(dJmetJIVLamlnOト9-(3.4-dlamln0-2-taTbox

6

(H3C)2

henyl)xanulYllumJJmerSalt(DAR-4)

70mlのCI12Cl王と 130mlの EIOHの混合溶媒に旦旦_(0973A.2.18rTVnOL)を溶かし,

3.6gの 10%Pd/C触媒を加え.水素雰囲気下2h室温にて激 しく捷拝｡波乱 溶媒溜去

後,シ リカゲルクロマ トグラフィー (MeOH/CH:CL-5J95- 10J90V/V) (rTl.C Rr=

03-04.MeOH/CH之Ck=7J93V/v) で精救｡ NH∧

(0584g,y.654%)

･lH-… (300MT七.CDCl,) 3

8297(12H.S,7),503(2H,br,I),6.34(1H, 4

d,J=77.4).640(2H.dd･J=88･26,6), 5

646(2H,a,J=26,8):675(2Il,d.J=88.

5);690(lH.d,J=7･7,3) 7
･FAB-MS.mJz417(rM+H)つ (H3C)2N

3.6-ais(dimeLhylaJnJAOト9イ3-m ト4イN-me山yhLTM 1-2血 xvDhenvLIxBJuhyllumLrLnerBah

(DARJM)

DAR4 (553mg.133mmou を 100mlの E10Hに溶解させ,me山yliodidelml加え,oil

baLhつけ,80℃に昇温｡S∴ヨh後,rnethyliodideを lrrd追加 し, lh後に反応を止める

(TLCで追いながら,原料消失とジメチル体生

戊のバランスにより塩島いところで止める)｡

溶媒溜去複,シリカゲル クロマ トグラフィー

(MeOWCHeCち= 7P3vル ) (R,= 06.

MeOH/CH:Ck=10/90V/V)&プ レバ ラテ ィプ

TLC (MeOHJCH,Ch=10βOv/V)で梯札 (140

mg,y24.5%.原料回収0.25g)

･】H一仙 IR(300MHZ.CDCl】)
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82192(3日.S.3).297(12H,S.8).4.99(2H.br.1):640(2日.dd.J=86.26.7).6.47(2H.

d.J=2･6,9):647(1日.dJ =SO,5);675(2日.d.J=86.6).685tlH,dJこ80,4)

･FABIMS爪/=43)((M+H)つ ･mp 2L9℃

361BisEdime山yhminoト9イ2-acelo- 亡山oxycaTbonyL-3-州 か仙um

brorTl'de 旦旦

互生 C2･44g.5･46rn.Td)を 120mldLStCH,CICH三CIに溶解 し,dhsopropyledlylaTnine

(disLDJEA) (1m1,5.6mmd)入れた乱 acetoxym ethylbromide(入Mか) (0.55mL5.6

mrTd)を加える｡室温にて扶持 (密栓)｡1日筏毎にTLCチェックし,状況によって

DIEAとAMBrを初回の半畳ずつ加える｡3-4El後,cH｡Cl,を加え,水でよく洗い,港

媒溜去｡シ リカゲルクロマ トグラフィー

(MeOHJCH,CL2=7J93-lo仲ov/V) (TLC RE

=03-04,MeOIl/CH:Cl,=10J90V/V)により精

臥 (0445g,y 136%.原料回収 170g)

･LH-NMR(300M}Ⅰ之.CDCl】)

81.75(3H.S.2);340(12H,S.8);541(2H.

S,1),656(lH,d.J=86.5).6.97(2H.d,J=

24,9),707(2H.dd.J=95,24.7).7188(H3C)2N
(2H.d.J=95,6).845(2H,br,3),8,54
(lH.d.J=86.4)

3NH2
12COOCH20COCH3

BTI
N◆(CH3)2

36-ais(dimedlVhTTM l-… -acetoxyTTLe山oxycarbonyト34-dianbnoDhenyLlxaJl山ylJumbromjde

旦旦

旦且 (443mg,0.739mmol)を ELOHIOOmlとcH2CL2100mIの混合溶媒に溶か し,

025gの 10%Pd/C触媒を加え,水素雰囲気下,2h室温にて捷梓｡液過,溶媒溜去後,

シ リ カ ゲ ル ク ロ マ トグ ラ フ ィ ー

(MeOHP:H,ClZ=10βOv/V) (TLC Rl=03,

MeOH/CHっCL,=10ノW vFv)にて精製｡ (214

mg,y50.9%)

･■HINMR(3001VHL.CDCl,)

8169(3H.S,2).333(12H.S,9),4.81(2H.

br.4),5.32(2H.S,I),629(lH,d,ノ=79,

6)I6･47(2日･bT･3)･678(2日.d-J=261"). (H93C)2N
691(2H.dd.J=95.26,8),694()H,d.I

=7.9.5):745(2H.d,ノ=95.7)
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3･6-ai～(dineLhylamwo)-9-r''一一aCeloxlmeLhoWcaTtX,n､･L･3･am.no一也 ～-mctJll)aml哩沙 一望出1二
xaJILhyLlurnl∝lIde(DAR4MAM)

DAR-4AM (133mg.0234mmoI)杏 )5mlの E･0ト1に溶解させ,meLhyLl(djde500plを

加え.oubathつけ,80℃ に昇温｡2h綾,rTtlhyIlodJdeを300 卜L追加 し,さらに 1h捷

搾｡ (ncチェックにより原糾 肖矢とジメチル体生成のバランスにより程良いところで

止める｡)浴媒溜去後,シリカゲルクロマ トグラフィー (hteOH/CH=Cl,-7/93V/v)&プ

レ′(ラティプ TLC (MeOIVCLl=CL2=10βOv/V)で緒乱 (40.5mg.y.275%,DAR-AM-

r:70mg回収)

･'H-NMR(300MHz.CDC)】)

8169(3H.S,2).299(3H,dJ=4ー6.5),336

(12H.S.)0),5106(1H.q,ノ=46.4),5.33

(2H,i.2).634(2H,S,3),6.46(lH.d.JI

7･9,7);669(lH,d,J=7.9,6).679(2H,d,I

=26.ll).691(2H,dd,J=9.5,2.6.9);748

(2日.d,J=95､8)

･FAB-MSm/I503(Mつ

･mp 177-178℃

10
(H3C)2N

3,6-ais(dimeLhylamlJIO)-9-(41Carboxy-1-meLhyLtknlOtTialOl15-yl)xaLllhyLlumiLVleTSalt

(DAR-4MT)

DAR-4M (25mg,5叫 ny)l)告 lomlMeOHと10rTllCHっCL:の混合溶媒に溶かして,NO

gaSをバブル し,溶媒を溜去後,シリカゲルクロマ トグラフィー (MeOH/CH2Cl2=lo仲o

v/V-→20/80V/V+aceucacld0.02%V/V)により精

巌 した｡溶媒溜去後.cHl_Cいこ溶か し,不溶

物を漉去してCHユCk滑も (185Tn呈,y72%)

･LHINMR(300 MJIz,CDCl,)

82.98(12H,S.6).441(3H,～,1),636(2H,dd.

J=90,26,5);650(2H,d.J=2.6,7).662

(2H.a,J=9.0.4),724(lH,d,J=85.3).

7.77(lH,d,ノ=8.5.2)

･FABIMSm/I442((M+H)つ

'mp 2421245℃
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