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水中の 8-oxodG 特異的な検出デバイスの開発及びアフィニティカラムへの展開 

 

生物有機合成化学分野 3PS13028R 渡部 卓磨 

 

【背景】近年、世界人口の高齢化に伴いがんや生活習慣病などが社会問題となっている。これらの治療薬の

開発が進められている一方、病気の発症を予防するための取り組みの重要性が指摘されている。つまり、発

症の原因となる物質を迅速に検出・取り除き、発症リスクを管理するための研究がますます重要になってい

る。DNA の酸化は癌や生活習慣病の重要なリスク要因であり、グアノシンの酸化損傷塩基である 8-oxo-dG

の尿中検出は老化や神経疾患と相関があり DNA 酸化ストレスマーカーとして注目されている。これまでに

HPLC-ECD や ELISA 法などが開発されているが、測定の信頼性の面で問題を抱えており、疾患のリスク評

価のためにはより簡便な測定法の開発が必要となっている。 

当研究室ではこれまでに 8-oxo-dG 特異的に蛍光消光を起こす低分子プローブ”8-oxoG-clamp”の開発に

成功している[1]。この低分子プローブは 8-oxo-dG と dG の構造上の違いを多点水素結合により認識すること

が出来る(Fig.1)。しかし、8-oxoG-clamp の水溶液中での 8-oxo-dG 検出は水素結合が阻害されてしまうため

困難であった。当研究室では水溶液中で 8-oxo-dG を認識するために固体担体を用いる予備検討を行い、表面

に 8-oxoG-clamp を導入したシリカゲルによって水中の 8-oxo-dG が特異的に検出できる可能性を示した

(Fig.2)。しかし、一般的なデバイスへの展開への課題が残されていたため、本研究では認識分子の固定相へ

の導入に向け、さらなる構造の最適化を行うこととした。 

【目的】本研究を開始するにあたり、これまでの検討での問題となった次の２点に着目した。①8-oxoG-clamp

誘導体のデオキシリボース構造の蛍光消光および認識に与える影響が未解明である点、②8-oxoG-clamp 修飾

シリカの実用的なデバイスへの展開例には至っていないという点。親和性の向上を目指す上でデオキシリボ

ース部位を他の置換基に変更することが出来るのならば、様々な低分子プローブ及び修飾シリカの構造の検

討が可能であると考えられる。そこで、本研究ではデオキシリボース部位を持たない新しい誘導体をシリカ

上に合成し、8-oxoG-clamp 修飾シリカの親和性の向上とアフィニティカラムへの展開を目指した。 

【糖構造を持たない新しい 8-oxo-dG 認識

分子の合成】デオキシリボース構造の代わ

りに他の置換基を導入するため、幅広い新

規誘導体のとの反応が容易に進行するク

リックケミストリー(ヒュスゲン環化)を

適用することを考えた。そこで、

8-oxoG-clamp のデオキシリボース構造を

アセチレン基に置き換えた化合物を設計

し(Fig.3)、デオキシリボース構造を有する

ものと比較し、その蛍光消光への影響を調べた。 

Fig. 2 8-oxoG-clamp 導入シリカの水中評価 Fig. 1 8-oxodG-clamp のよる認識 

Fig.3  8-oxoG-clamp 誘導体の分子設計 



【結果】アセチレン体(4, 5, 6) を 3.3 mM TEAA を含むクロロホルム中で蛍光滴定実験を行ったところ、

8-oxo-dG 特異的な蛍光消光を示した(Table.1)。この結果より、アセチレン体はデオキシリボースを有する化

合物と同様 8-oxo-dG と dG の構造上の違いである 7 位と 8 位の水素結合の違いを認識でき、デオキシリボー

ス部位の変更が可能なことが示された。末端芳香環をベンジル(4)からナフチルエチル基(5)、ピレニルエチル

基(6)に変換しても 8-oxo-dG に対する選択性は維持された。しかし、興味深いことに、アセチレン体(4, 5, 6)

は対応するデオキシリボース体に比べ結合定数が低下した(Table 1)。詳細は不明だが、8-oxoG-clamp のデオ

キシリボースの TBS 保護基が 8-oxo-dG との錯体においてナフタレンやピレン部分と接近し疎水性相互作用

が働くことで錯体が安定化されると予想される。一方、アセチレン体では、このような疎水性相互作用の寄

与が低下し、錯体の安定性が低くなったと考えられる(Fig. 5)。これらの結果より、有機溶媒中ではデオキシ

リボース構造の保護基が 8-oxo-dG との錯体安定性に影響を及ぼすことが明らかになった。 

【8-oxo-dG認識分子修飾シリカの構造検討】認識分子導入シリカゲルは固相担体、認識分子、固相担体と認

識分子の間に適切な距離を保つスペーサーから構

成されている。本検討では、アセチレン体(4, 5, 6) 

をアジド化したシリカゲルとのクリック反応で表

面修飾したシリカゲル(8)を合成し、糖部をカルバ

メート構造で導入したシリカゲル(7)と認識能を

比較した。なお、シリカゲル表面にブタナミド基

をもつ長いスペーサーのもの(9)も合成し、最適な

長さを検索することにした(Fig. 6)。 

 

 

Table 1.  3.3 mM TEAA CHCl3中の 8-oxoG-clamp 誘導体錯体形成能比較 

Fig. 5.  Amber力場計算による8-oxoG-clamp誘導体錯体構造の比較 

Fig. 6 修飾シリカの分子設計 



【シリカゲル表面での認識能評価結果】認識分子

修飾シリカゲルのスペーサー部分および芳香環

部分の異なる９種類のシリカゲルについての評

価を行った(Fig.7)。dG および 8-oxo-dG を含む

水溶液を修飾シリカゲルに滴下し、乾燥後の蛍光

を滴下前の蛍光と比較し消光を評価した。その結

果、どのシリカゲルも dGでは消光せず 8-oxo-dG

に対して特異的な蛍光消光がみられた。フェニル

基を有する修飾シリカ(7a, 8a, 9a)ではどれも同

等の高感度な応答性を示し、飽和時において

40％程度の蛍光消光率を示した。このことから、

修飾シリカ表面の認識においてはデオキシリボ

ース部位を Triazole スペーサーに置き換えても

影響がないことが分かる。 

Triazoleスペーサーで芳香環がナフタレンの 8bはデオキシリボース構造の 7bと同様に 80%程度の蛍光消

光率を示したが、ピレン体 8c は 20%ほどの蛍光消光率しか示さず、対応するデオキシリボース構造の 7c よ

り消光率が低かった。Triazolyl-N-butanamide スペーサーで芳香環がナフタレンの 9b やピレン体 9c では、

消光率は 60%程度で、対応するデオキシリボース体よりも消光率が低下することが分かった。 

【蛍光スペクトルによる評価結果】CH3CN 中

の修飾シリカゲルの蛍光評価の比較は

Stern-Volmer 定数を利用して行った(Fig.8)。 

Fig. 9に結果をまとめてあるが 8aが選択性

も親和性も最も優れていた。シリカゲル表面

ではプローブ同士の距離が近くなりナフチル

基やピレニル基などのスタッキング相互作用

がある分子は自己会合が起こりやすくなるこ

とから、そのような自己会合の少ないフェニ

ル基をもつ誘導体のほうが良いのではないか

と考えられる。スペーサー部位の検討ではデオ

キシリボース構造は 8-oxod-dG だけでなく dG

とも相互作用を示し錯体を安定させることで

選択性が低くなっていると考えられる。また、

スペーサー部位に triazolyl-N-butanamide 構

造の 9a はリンカー部アミド基を持つことで疎

水性が低下し水素結合力が弱まり 8-oxo-dG と

の錯体の安定性が低くなったと考えられる。 

 

 

 

 

 

Fig. 8 8a の蛍光スペクトル(A) 8-oxodG, (B) dG と
対応する Stern-Volmer プロット 8a (40 ng) in 2.0 mL 

CH3CN. 8-oxo-dG or dG (0, 0.5, 1, 2, 5,10 M) at 25°C. ex=365 nm. 

Fig .7  修飾シリカの LAS-4000 による評価の比較 

Fig. 9 修飾シリカの Ksv の比較 



【修飾シリカゲルのアフィニティカラムへ

の展開】これまでの検討によりフェニル基

をもちスペーサー部位に triazole 構造も

つシリカゲル 8a が最もよく 8-oxo-dG 特異

的な錯体を形成することが判明した。そこ

で、この修飾シリカゲル 8a を利用しカラム

を作製することで 8-oxo-dG のアフィニテ

ィカラムへ展開することが出来るのではな

いかと考えた(Fig. 10)。 

【HPLC による評価結果】作製した

8-oxo-dG アフィニティカラムは 1 mM 

8-oxo-dG, dG, dA, dT, dC を含む人工尿サ

ンプルの分析において 8-oxo-dG とその他

の塩基を完全に分離することが出来た

(Fig.11a)。同じ HPLC 条件で行ったアミノ

シリカを用いて作成したカラムの評価では

1min 以内に 8-oxo-dG を含めたすべての塩

基が混ざって検出された(Fig.11b)。このこ

とから、アミノシリカでは保持されない

8-oxodGが8aでは選択的に保持されている

ことが示された。 

【アフィニティカラムへの展開】アフィニ

ティカラムとして利用するためにはカラム

内に 8-oxo-dG を保持させるための溶媒と、

保持された状態から溶離させる溶出溶媒が

必要である。種々の検討により 95％ 

CH3CN水溶液を30分流すことで8-oxo-dG

をカラム内に保持させ、他の塩基(dG, dA, dT, dC)を流出させることができた。その後 85% CH3CN 水溶液

に切り替えることで保持されていた 8-oxo-dG のみを溶出することが出来た(Fig.12a)。また、比較としてア

ミノシリカで作製したカラムも評価したところすべて混ざって出てきており分離が出来ていないことが分か

る(Fig.12b)。これにより、8-oxo-dG のアフィニティカラムとしての利用可能性が示された。 

【結論】本研究では、8-oxoG-clamp 誘導体のデオキシリボース部位は 8-oxo-dG 選択的蛍光消光には影響を

及ぼさないが、溶液中での錯体安定性に影響を与えることが分かった。すなわち、8-oxoG-clamp 誘導体の糖

部保護基は 8-oxo-dG との錯体において、芳香環部との疎水性相互作用により錯体を安定化している可能性を

明らかにした。一方、修飾シリカを用いた評価ではフェニル基をもちスペーサー部位に triazole 構造もつ

修飾シリカ 8a が選択性および親和性において最もよく 8-oxo-dG を認識すること明らかにした。さらに 8a

を利用したアフィニティカラムに展開し、8-oxo-dG 選択的なカラムの調整に成功した。以上、8a 修飾シリ

カゲルは 8-oxo-dG の容易な検出デバイスへの展開が期待され、酸化損傷研究や日々の健康管理への貢献が期

待される。 
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Fig.11  8-oxodG 人工尿サンプルの評価の比較

比較 

Fig.10  HPLC への適用 

Fig.12  8-oxodG アフィニティカラムの評価の比較 


