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糖脂質とスフィンゴ脂質の研究

ガングリオシドの代謝と生物学的機能は、培養細胞や人工膜に組み込む
ことができる標識誘導体を使用することによって部分的に理解できるよ
うになりました。この研究分野には、ガングリオシドの膜内分布や隣接
する細胞との相互作用、ならびにそれらの代謝運命および細胞内輸送の
探索が含まれています。ガングリオシドは、シアル酸残基を持つスフィ
ンゴ糖脂質類として、あらゆる細胞で発現していますが、特に最初に発
見された神経節細胞のニューロン内に多く含まれています。それらは、
セラミドの脂肪酸アシル鎖によって細胞膜に固定されており、分岐した
多様なシアロオリゴ糖の枝がそこから細胞外領域に広がり、近傍の細胞
との相互作用を可能にします。また、ガングリオシドが常在する細胞膜
内で相互作用し、シグナル伝達タンパク質への応答を調節します。

GM1 は、この脂質類の代表的なガングリオシドで、ニューロンの柔軟性
と修復メカニズム、および脳内のニューロトロフィン放出の役割を担っ
ています。(*1) 　GM1 は、神経成長因子（NGF）の高親和性チロシンキナー
ゼ型受容体である Trk と直接強固に結合することにより、神経細胞の発
芽を刺激し、NGF の作用を増強します。　また、コレラ毒素および大腸菌
の易熱性エンテロトキシンの結合部位（受容体）の役割も果たしていま
す。（*2) これらの機能を調べるには、細胞膜内の自然な環境で GM1 を検
出する必要があります。

ガングリオシド誘導体は、この研究目的のための放射性、常磁性、光反応性、または蛍光を持つタグを導入するこ
とができます。(*3) プローブ製品の選択は、どの機能を探索するのか、またどのパスウェイを探索するのかに応じて
決まります。低濃度で検出可能であり、高解像度でのリアルタイムモニタリングに最適であるため、一般的には蛍
光プローブが使用されています。蛍光タグは、シアロオリゴ糖（極性基）またはセラミド（非極性基）部分のいず
れかに結合することができ、脂質の構成を変えないように、天然のガングリオシドに類似した特徴を備えて設計さ
れています。

Matreya 社では、最大 503 / 512nm の励起 / 発光を用いて、セラミドのアシル基のアミンを boron-dipyrromethene 
(BODIPY) に置換することにより、N-propanoyl-BODIPY-monosialoganglioside GM1 (C3:0-BODIPY-GM1) を合成
しました。セラミドを BODIPY で標識された GM1 は、脂質膜システムの空間分布とダイナミクスを調べ、それら
の代謝、細胞内輸送、および細胞表面でのタンパク質との特定の相互作用を研究するために使用できる貴重なツー
ルです。(*4)
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1－2 ページ 蛍光標識 BODIPY
 ガングリオシド GM1

2 ページ 細胞染色プロトコル

3 ページ 蛍光スフィンゴ脂質

3 ページ ガングリオシド前駆体

4－5 ページ スフィンゴ脂質の溶解度
 に関する FAQ と参照表



プロトコル

特に生細胞研究におけるスフィンゴ脂質に使用するのに最適な溶媒の詳細は
4ページをご覧ください。

10μM, C3:0-BODIPY-GM1で染色
されたSH-SY5Y神経芽細胞腫

C3:0-BODIPY-GM1で染色されたSH-SY5Y細胞
C3:0-BODIPY-GM1（100μg）を64μLのDMSO：メタノー
ル：水（2：1：0.2）に溶解し、小分けにします。小分けに
したGM1誘導体は、使用するまで－20℃で保管してください。

10％FBSを含む培地の96ウェルプレートに10,000/ウェルの
密度で細胞を付着し、一晩培養します。

翌日、培地を取り除き、フェノールレッドを含まない培地に
2.5～10μMのC3:0-BODIPY-GM1を交換します。

培地を取り除き、フェノールレッドを含まない新しい培地と
交換します。FITC/GFPレーザーを備えた蛍光顕微鏡を使用
して写真を撮ります。

蛍光脂質をウシ血清アルブミン（BSA）と複合体にすると、親油性プ
ローブを溶解するための有機溶媒が不要になるため、細胞の標識が容易
になります。BSA複合体プローブは、水に直接溶解することができます。
ガングリオシドは水系に可溶なユニークな脂質です。
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このアプリケーションで使用されるBODIPYプローブ

カタログNo. 製品名 通称名 励起/発光
最大

2060 N-Propanoyl-BODIPY-monosialoganglioside GM1
(NH4

+ salt) C3:0-BODIPY-GM1 503/512 nm

ご関心のある特定のラベル付きガングリオシドをお探しの場合は、info@technochemical.com 
までカスタム合成の見積もりについてお問い合わせください。
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C3:0-BODIPY-GM1 には、ガングリオシド分子の非極性セラミ
ド部に蛍光分子（フルオロフォア）が含まれています。

この BODIPY 誘導体は、 pH 変化の影響を受けに
くく高い吸光係数（> 80,000 cm-1M-1）、高い量
子収率（> 0.8）、長い励起状態の寿命（4+ ns）
を持っています。(*5) ただし、スペクトル帯域幅
が狭くストークスシフトが小さいため、BODIPY
プローブは通常、最適ではない波長で励起され、
励起源の広い帯域幅からの光散乱やクロスオー
バーなどの干渉を防ぎます。高濃度で使用する
場合、これらのプローブは、励起状態の蛍光分子

（フルオロフォア）から基底状態の蛍光分子への
エネルギー移動中の色素 - 色素消光効果にも非常に敏感であり、蛍光共鳴エネルギー移動（FRET）、蛍光偏光、ま
たは蛍光強度を測定する試験に役立ちます。この BODIPY プローブは極性が低いため、天然ガングリオシドの優
れた類似体にもなります。



蛍光スフィンゴ脂質

Matreya 社が開発した培養産物や生体系で検出できる蛍光標準品は、スフィンゴ脂質の代謝に関する研究に
最適です。これらの脂質類似体は、細胞膜や細胞小器官におけるさまざまなスフィンゴ脂質の局在を確認する
のに役立ちます。ヘキサン酸（カプロン酸）に結合した NBD 蛍光基は、細胞に容易に取り込まれ、より複雑な
スフィンゴ脂質の生合成に使用 されることが示されています。

1631 N-Dodecanoyl-NBD-ceramide trihexoside N-C12:0-NBD-CTH
1633 N-Dodecanoyl-NBD- galactosylceramide N-C12:0- NBD-Cerebroside
2204 Lissamine-rhodamine B-dodecanoyl-galactosylceramide SulforhodamineB-C12:0 Cerebroside
1621 N-Hexanoyl-NBD- galactosylceramide N-C6:0-NBD-Cerebroside
1630 N-Dodecanoyl-NBD-lactosylceramide N-C12:0-NBD-Lactosylceramide
1629 N-Hexanoyl-NBD- lactosylceramide N-C6:0-NBD-Lactosylceramide

1619 N-Dodecanoyl-NBD-sphingosylphosphorylcholine
(mixture of D-erythro and  L-threo isomers) N-C12:0 -NBD-Sphingomyelin

1912 N-Hexanoyl -NBD-sphingosylphosphorylcholine
(mixture of D-erythro and  L-threo isomers) N-C6:0-NBD-Sphingomyelin

1632 N-Dodecanoyl -NBD -sulfatide N-C12:0-NBD-Sulfatide
1622 N-Hexanoyl -NBD- glucosylceramide N-C6:0-NBD-Glucosylceramide
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ガングリオシド前駆体
ラクトシルセラミド：GM3 、GD3 、および GT 3 は、ガラクトース残基および /または N-アセチルガラク
トサミン残基に結合した 1～ 3個のシアル酸残基を含む、より複雑なガングリオシドの前駆体として機能します。
これらのガングリオシドからは、さまざまな代謝パスウェイを介して特定のグリコシルトランスフェラーゼを
触媒として、 GM 1 、GD 1a 、GD 1b 、GT 1b 、GP 1c などの複雑なガングリオシドが生成されます。
Matreya 社のガングリオシド前駆体は、これらの生合成経路を研究するために使用できます。

1507 Lactosylceramides, bovine buttermilk 960 (tricosanoyl) 98+%
1500 Lactosylceramides , porcine RBC 890 (stearoyl) 98+%
1517 lyso-Lactosylceramide 623 98+%
1538 N-Heptadecanoyl - lactosylceramide 876 98+%
1503 Monosialoganglioside GM3(NH4+salt) 1252 + NH3(tricosanoyl) 98+%
1504 Disialoganglioside GD 3 (NH4+salt) 1543 + 2NH3(tricosanoyl) 98+%
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Q: スフィンゴ脂質に最適な溶媒は何ですか？

A: スフィンゴ脂質など一部の脂質は、多くの一般的な溶媒への溶解度が非常に低く
なっています。この不溶性問題を克服するために、さまざまな溶媒混合物が開発さ

れてきました。最も一般的なスフィンゴ脂質溶媒の1つは、クロロホルム/メタノール/水
の混合物です。ただし、この混合物は分析試験には非常に役立ちますが、細胞に対して
非常に毒性があり、生細胞培養やその他のin vivoアプリケーションでは使用できません。
生細胞研究に適したスフィンゴ脂質溶液のために、いくつかの代替方法が開発されてい
ます。これらは、主にセラミドとグルコシルセラミド用に開発されましたが、他の脂質
での使用に適合させることもできます。適用可能な溶媒は次のとおりです。

生物学的アプリケーション
方法A：BSA‒脂質複合体
クロロホルム/メタノール（19:1、v/v）で約1mMの脂質保存溶液を調製します。50μLの脂質保
存溶液をガラス試験管に分注し、最初に窒素流下で、次に真空中で少なくとも1時間乾燥させま
す。乾燥した脂質を200μLのエタノールに再溶解します。10mLのリン酸緩衝液（100mM 
NaH2PO4/Na2HPO4、pH7.4）に脂肪酸を含まない3.4mg（0.34mg/ml）のBSAを混合し、50ml
のプラスチック製遠心分離管に移します。(*1, 2) ボルテックスミキサーで攪拌します。撹拌しな
がら、脂質溶液, 200μLをBSA溶液に添加します。調製した溶液（5μM 脂質+5μM BSA）をプ
ラスチックチューブに移し、－20℃で保存します。

方法B：双性イオン（両性）界面活性剤CHAPSを使う可溶化
1.5mLの試験管内で窒素流下にて15nmolの脂質を含む溶液を蒸発させます。ここに、1.1mgの
CHAPS（3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate）を含むリン酸緩衝液
（100mM NaH2PO4/Na2HPO4、pH7.4）, 10μLを加えます。完全に混合し、3分間超音波処理し
ます。(*2)

方法C：組織ホモジネートを用いたエタノール/ドデカン（98:2、v/v）を使う可溶化
1.5mLの試験管内で窒素流下にて15nmolの脂質を含む溶液を蒸発させます。エタノール/ドデカ
ン（98:2、v/v；最終濃度1％）に溶解した後、リン酸緩衝液（100mM NaH2PO4 /Na2HPO4、
pH7.4）を加え、溶液を3分間超音波処理します。(*2)

方法D：細胞培養を用いたエタノール/ドデカン（98:2、v/v）による可溶化
セラミド（ウシ脳スフィンゴミエリンまたはセレブロシドから抽出）、C2-セラミド、DAG、ま
たはスフィンゴシンをエタノール/ドデカン（98:2、v/v）に溶解します。この溶液をチューブ内
のDMEMおよびハムF12培地に加え、攪拌し培地とよく混合します。(*3) 培養皿に移します。

質量分析/有機化学アプリケーション
方法E：ヘキサン/プロパノール
脂質をヘキサン/2-プロパノール（3:2、v/v）に溶解します。5.5％の水を加えることができます。
酸化防止のため、0.01％のBHTを添加することもできます。(*4) この方法は、ガスクロマトグラ
フィーアプリケーションに最適です。

一般的なスフィンゴ脂質溶媒（ほとんどのスフィンゴ脂質で機能）
10mg脂質/1ml溶媒の濃度でクロロホルム/メタノール（2:1、v/v）に溶解します。それでも脂質
が溶けない場合は、溶媒量の10％まで水を加えます。超音波処理または穏やかな加熱（最大
40℃）により、脂質をより速く溶解することができます。1:1ブタノール/メタノールを使用した
この混合液の修正版も使用できます。

4ページ

FAQ



5ページ

参考文献
(*1) Pagano, R.E. A fluorescent derivative of ceramide: Physical properties and use in studying the Golgi 

apparatus of animal cells. Methods Cell Biol. 29, 75-85 (1989).
(*2) Michel, C., van Echten-Deckert, G., Rother, J., et al. Characterization of ceramide synthesis. A 

dihydroceramide desaturase introduces the 4,5- trans-double bond of sphingosine at the level of 
dihydroceramide. J. Biol. Chem. 272(36), 22432-22437 (1997).

(*3) Ji, L., Zhang, G., Uematsu, S., et al. Induction of apoptotic DNA fragmentation and cell death by 
natural ceramide. FEBS Lett. 358(2), 211-214 (1995).

(*4) Norm Radin (unpublished observations)

脂質 適用可能な溶解方法 *
・スフィンゴシン
・ジヒドロスフィンゴシン
・フィトスフィンゴシン
・セラミド
・ジヒドロセラミド
・フィトセラミド

・ユニバーサルスフィンゴ脂質溶媒
・方法A～E
・ほとんどはDMFとDMSOに可溶

・スフィンゴミエリン
・スフィンゴシルホスホリ

ルコリン
・一般的スフィンゴ脂質溶媒

・スフィンゴシン-1-リン酸
・セラミド-1-リン酸

・これらの脂質は溶解するのが非常に困難
・数滴のトリフルオロ酢酸を混合したクロロホルム
・クロロホルム：メタノール：40％ジメチルアミン混合液

＝5：15：3
・クロロホルム：メタノール：酢酸混合液＝60：15：25
・クロロホルム：メタノール：7.5M水酸化アンモニウム混合液

＝80：20：4
・方法A

・スフィンゴ糖脂質：
- ガラクトシルセラミド
- グルコシルセラミド
- スルファチド
- ラクトシルセラミド
- セラミドトリヘキソシド
- グロボシド

・一般的スフィンゴ脂質溶媒
・方法A～E
・リゾラクトシルセラミドとリゾグロボトリアオシルセラミドは

水溶性
・ほとんどはDMFとDMSOに可溶

・ガングリオシド

・一般的スフィンゴ脂質溶媒
・ 水；ガングリオシドは、水系に可溶な独特の脂質です。
・さまざまな水性緩衝液；各緩衝液には独自の物理プロパティが

あり、溶解可否を確認するためにテストする必要があります。
ただし、ガングリオシドはほとんどの水性緩衝液に可溶である
と予想されます。

＊個々の製品ページもご確認頂き、その製品でテストした特定溶媒もご参照ください。

技術的なご質問について

当社のテクニカルサポートチームは、製品、アプリケーション、
およびプロトコルについてのご質問に対応し、研究の各段階で
発生する諸問題に対するトラブルシューティングを準備してお
ります。詳細は当社までお問合せください。

https://www.technochemical.com
tel：03-3947-7310/FAX：03-3947-7306

e-mail：info@technochemical.com
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