
1804/1000CC

日本輸入総販売元

前臨床研究用オープン蛍光
インビボイメージングシステム

フランス国　Kendall Partnering社製

Kaerイメージングシステム

イメージング画像の例

足に蛍光剤を皮下注射した後のリンパ節イメージング
　
Courtesy of Steven Proulx, Institute of Pharmaceutical 
Sciences, Swiss Federal Institute of Technology, 
ETH Zurich, 8093 Zurich, Switzerland

マウス背部の皮下注射後の蛍光剤の拡散速度
　
Courtesy of Steven Proulx, Institute of Pharmaceutical 
Sciences, Swiss Federal Institute of Technology, 
ETH Zurich, 8093 Zurich, Switzerland

ir-cy7.5-BSA注射後のマウスにおける血管新生イメー
ジング
　
Courtesy of Pr. Yang, Shanghai Normal University, 
Shanghai, China

遺伝子組み換えマウス(iRFP)のリアルタイムイメージング
　
Courtesy of Dr. Miwa, University of Tsukuba, Ibaraki, 
Japan
Tran et al.(2014) Exp. Anim.63, 311-319

インドシアニングリーン(ICG)に結合した標的分子の生体
内分布
　
Courtesy of Pr. Zhang and Dr. Yao, Tongji University, 
Shanghai, China

仕　　　様

KIS 700：励起：640 nm ― 測定：> 665 nm
KIS 800：励起：785 nm ― 測定：> 800 nm
※こちらに記載してある波長以外についてはご相談ください。

励起方法：レーザー イメージサイズ（ピクセル数）：1920 x 1200
測定視野：12×7.5 cm2 イメージフォーマット：TIFF
最大フレームレート：25 images/s. 出力フォーマット：AVI
イメージのビット数：8 bits

柔　軟　性

オープンデザイン
手持ちまたはスタンドに固定しての光学検出器
ダイナミックイメージング
ポータブル測定機
ノートPCで制御可能

高　感　度

レーザー励起
高出力レーザー（測定距離に制限あり）
特定の波長（フィルターホイール無し）の感度を最大にする専用フィルター
組織への浸透性の高い近赤外蛍光
リアルタイムでの蛍光信号からのバックグラウンド記録および減算
画像の解釈を容易にするために擬似カラーとオーバーレイをリアルタイムで表示

定　　　量

信号の定量化のためのリニア検出
弱い信号と強い信号の定量化のための検出器の高ダイナミックレンジ
ROIの定量化：ヒストグラムとシグナルカイネティクス
取得後の定量化のためのTIF画像フォーマット記録

ユーザーフレンドリー

非常に簡単にインストールして使用できます
画質と感度を最適化するために調整するパラメータは1つだけです
独自の画像フォーマットはなく、任意の画像処理ソフトウェアで取得後分析が可能



Kaerイメージングシステム 近赤外蛍光を用いることにより、組織へ効果的に浸透します 高性能検出器：CMOSカメラ

測定用ソフトウェア：パフォーマンスと使いやすさを組み合わせています

実験室内でのワークフローにおけるシームレスな統合

レーザー励起による感度の向上

Kaerイメージングシステムは、スタンドアロンの前臨床研究用のオープン蛍光インビボイメージングシステム
です。特に実験動物体内の近赤外蛍光分子をリアルタイムで検出するために設計されています。
そのオプティカルヘッドは、研究目的に応じて、手持ち式でも、またスタンドに固定しても利用できます。
このシステムは、小動物や大型動物の両方で使用することができ、術中の画像化にも適しています。
※このシステムは、前臨床研究用にのみ設計されたものであり、臨床用途には使用しないでください。

近赤外領域で行なうことにより、優れたシグナル／ノイズ(S/N)比で測定が行えます：

－ 励起光子の増加
－ 放射された光子の増加
－ 波長：800nmでの自家蛍光の劇的な減少、自家蛍光のレベルは無視できます

CMOSカメラは、特に下記にあげる性能において優れた検出器です：

－ ハイフレームレート
－ 幅広いダイナミックレンジ
－ 高分解能
－ スミアの抑制

KaerイメージングシステムのCMOS検出器は、システムに高い検出性能を与える真に定量的なセンサー
です

●ガス麻酔と化学麻酔の両方に対応
●各マウスについて、数秒で測定が行えます。マウス群の画像化は極めて容易であり、一般的な
　イメージング装置のように、1度に5匹までのような制限はありません。
●大変コンパクトな為、どこにでも簡単に設置できます

一般的に使用されている広帯域のランプを使用した光は、励起と収集の間に40nm以上のシフトが
必要であり（レーザーの場合は25nm）、感度が低下します。
レーザー光は正確な波長を有し、より敏感な光学フィルタリングアーキテクチャをもたらします。
さらにランプやLEDを光源と使用した光に対して、より大きなパワーが提供できます。

上記イメージングは2nmolのIRDye800CW標識ナノボディトレーサーを注入して1時間後の、腫瘍病変の
リアルタイムイメージングです。
ベルギーのブリュッセル所在のVrije大学のインビボ細胞分子イメージング研究所のご配慮により、提供され
たものです。

高感度+柔軟性

レーザー励起 広帯域光励起

インビボによる蛍光測定は、今や簡単で柔軟で、しかも大変アクセス
しやすくなりました

●簡単な露出時間の設定
●バックグラウンドの自動減算
●リアルタイム擬似カラー＆オーバーレイ画像
●カラーパレットの無制限選択
●興味領域の設定
●リアルタイムヒストグラムとROIの動態
●メタデータの自動保存
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