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SURFE2R 96SE
トランスポーターのハイスループット電気生理学測定

SURFE2R 96 SE
ナニオンテクノロジーズジャパン株式会社

SURFE2R 96SE

トランスポーターのハイスループット電気生理学測定
ハイスループット

高いデータ品質

• 96ウェル同時測定

• エンドポイント測定ではない，

• 実験ワークフローの全自動化

完全なリアルタイムデータの取得が可能

• データ解析，
エクスポートの自動化

• 高シグナル増幅率により微小な膜電流も検出

• 10,000 データポイント/日

• 高時間分解能

広範なアプリケーション

低コスト

• トランスポーター，ポンプ，
イオンチャネル

• 少必要タンパク量：0.1 - 1 µg /ウェル

• 生体膜の膜標本，
またはプロテオリポソーム

• ラベルフリーの電気生理学的測定

• 確立したSSM-電気生理学を採用

• CyBio® Felixに統合
• 柔軟な実験デザイン

トランスポーター研究のハイスループット化を実現

SURFE2R 96SE（サーファー 96SE）は，電流量が小さく検出が困

難，または，バクテリアやオルガネラ等のバッチクランプ法が適
用できない起電性膜トランスポーターとポンプの活性測定用
にデザインされており，蛍光プローブや放射標識リガンドを使
用しない，
リアルタイム測定を高時間分解能で実現しています。
SURFE2R 96SE は96ウェルベースの測定システムで，96データ
ポイントを約5分で取得します。さらに，SURFControl と DataControlのソフトウェアツール，最適化されたワークフロー
モジュールにより，測定センサーの準備からデータのエクスポ
ート及び解析までの自動化が可能です。
PepT1の阻害
Lys[Z(NO2)]-Valの5濃度投与によるIC50値の決定．
測定は15分．SSM（固定化膜標本）はCHO細胞から調製．

高い実験柔軟性と広範なアプリケーション
SURFE2R 96SEは，Solid Supported Membrane（SSM，固定化
膜標本）を用いた電気生理学的測定法を採用しており，基質，阻
害剤，モジュレーターやコファクターのキャラクタリゼーション
を可能にしています。適用可能なターゲットは，シンポーター，
エクスチェジャー，ユニポーター等の起電性膜トランスポータ
ーからイオンチャネルやリガンド依存性チャネルに及びます。
膜標本には，細胞，細胞内小器官，組織，またはターゲットの膜
輸送タンパク質を精製，包埋したリポソーム等を使用できます。
SURFE2R 96SEは極めて柔軟なアッセイデザインが可能で，単
さらに
一濃度での実験，累積投与によるIC50 や EC50 値の決定，
OCT2の基質特異性
異なる3種類の基質を各ウェルに累積で投与した際の用量依存的
応答．CHO細胞から調製したSSMを使用．

デュプリケートやコントロールシーケンスを含む複雑な実験ワ
ークフローをユーザーが自由にデザインできます。

SURFE2R 96SEシステム 主な仕様/構成品

CyBio® FeliX（H88 x D51 x W67 cm），
ウォッシュステーション含む

自動分注装置
96 ch ピペッター 		
溶液交換

（ 製品コード：17 2001）

		

容量: 96 x 250 µl, 分注スピード: 3～300 µl/s
分解能: 5 ms, 溶液用デッキポジション: 8

溶液使用量

基質: 10～50 µl, 阻害剤: 80～340 µl /ウェル/測定

Nanionリフィラバルリザーバー

コントロールユニット, 2 x リザーバー, ソフトウェア統合対応

ラボウェアキット			

テフロンラボウェア, リピッドリザーバー、
ウルトラソニックプロセッサ、
スターターキット

SURFE2R 96SE モジュール
使用センサープレート 		
基準電極
96 chアンプ

測定チャンバー（シールド仕様）, コントロールユニット, アンプ
（96 ウェル，Φ3mm金電極）
SURFE2R 96SE センサープレート

		 96ch 金メッキピン電極ボード
		

（± 5 V, 152 µV ステップ）
ゲイン: 4.85 x 108 V/A, 分解能: 16ビット

				RMSノイズ: 0.4 pA, ローパス: 250 Hz, rise time: 1.4 ms
ワークステーション 		 コンピュータ
（ソフトウェアプリインストール済）, 液晶モニター
ソフトウェアパッケージ		

SurfControl + DataControl（自動測定, データ解析用）

データ解析の自動化
SURFE2R 96SE の実験結果は，DataControlソフトウェアで解析
を行います。Nanionが開発したDataControlは，ハイスループ
ット実験で必須となる膨大なデータの高速処理を容易に実現し
ており，化合物情報，解析を行うピークやエリアの指定，IC 50や
EC50 値の算出とカーブフィッティング等の柔軟な取り扱いが可
能です。
さらに，解析テンプレートによる実験データの完全自動
処理が可能です。
また，解析データや生データをGenedata社
のScreener®などにエクスポートし，個別にデータハンドリング
や処理を行うこともできます。
DataControlソフトウェアのインターフェース
統計解析，PDFレポート，データのエクスポートを含めた96chのデー
タ解析が数分で処理可能です.

実験ワークフロー

センサーの調製

装置の初期化

● センサーの自動調製は，自動分注装置を使用して測定と
独立して実施できます。
装置とソフトウェア起動

● 測定時間は各ステップ約5分です。典型的な測定シーケン
スは，1)ネガティブコントロール，2)フルアクチべーショ

センサーのコーティング

遠心

10 分

30 分

5分

ン，3)阻害の3ステップで構成され，3x96データの記録で
合計15分のアッセイ時間となります。
● この条件では，25プレート/日
（8時間）の測定が可能で
25 x 3 x 96 = 7200 データポイントの生産性となります。

測定

チップのロード
センサーのQC実施
2分

電気生理学的測定
15 分

25 プレート / 日

チップの排出
データ解析
2分

SURFE2R – measure more membrane

“ SURFE2R は，極めて難しい電気生理学ターゲットの堅牢でルーチンな解析を可能にする。例えば，我々は
ゴマフシビレエイの膜標本を使用したニコチン性アセチルコリン受容体α7イオンチャネル研究用のアッ
セイ系を構築した。
この系においては，広く知られたこのチャネルに関する困難の多くが克服でき，化合
物の薬理活性に関する情報は効率的に取得可能である。
また，得られた薬理結果はパッチクランプ測定
の結果と極めて良好に一致する。SURFE2R は単離した生体膜標本の輸送解析用として優れた測定プラッ

トフォームであると言える。”

Karin V. Niessen, Dr. Thomas Seeger,
Bundeswehr Institute of Pharmacology and Toxicology, 独国ミュンヘン

“ SSM-電気生理学は，我々のラボが1990年台初めに起電性膜トランスポーター研究用に開発した十分
に確立した技術である。
この技術は哺乳類細胞の細胞膜だけでなく，微生物の膜ベシクルからプロテオリ

ポソームに至るまで，広範なサンプルに適用できる。SSM-電気生理学は、細胞内膜にあるトランスポータ

ーや微生物細胞の形質膜など，古典的な電気生理学が適用できない場合に特に有用である。“

Prof. Dr. Klaus Fendler
Max-Planck Institute of Biophysics, 独国フランクフルト

SURFE2R 96SE 製品ラインナップ
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SURFE2R 96SEシステム
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SURFE2R 96SE センサープレート

08 2005

SURFE2R 96SE 保守サービス契約

センサープレートは10個よりご注文いただけます。

日本総販売元
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[ 製造元 ] Nanion Technologies GmbH
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