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(57)【要約】
【課題】ほ乳類の核などの細胞小器官の動的挙動を高速
原子間力顕微鏡で観察するための試料の調製方法を提供
すること。
【解決手段】高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内
小器官の動的挙動を観察するための試料の調製方法であ
って、ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティング
して、ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス
基材を準備する工程と、前記ポリ塩基性アミノ酸でコー
ティングされたガラス基材上に前記細胞内小器官を付着
させる工程を含む調製方法により、上記課題を解決する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察するための試料の調
製方法であって、
ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティングして、ポリ塩基性アミノ酸でコーティ
ングされたガラス基材を準備する工程と、
前記ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材上に前記細胞内小器官を付着
させる工程とを含む、調製方法。
【請求項２】
前記ガラス基材のポリ塩基性アミノ酸によるコーティングが、ガラス基材を０．００５
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重量％〜０．０５重量％のポリ塩基性アミノ酸溶液と接触させることにより行われる、請
求項１に記載の調製方法。
【請求項３】
前記ガラス基材のポリ塩基性アミノ酸によるコーティングが、ガラス基材をポリ塩基性
アミノ酸溶液と１０時間以上接触させることにより行われる、請求項１又は２に記載の調
製方法。
【請求項４】
前記ポリ塩基性アミノ酸が、ポリリジン、ポリアルギニン、ポリオルニチン、ポリトリ
プトファン、ポリヒスチジン、及びこれらの組み合わせから選択される、請求項１〜３の
いずれか一項に記載の調製方法。
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【請求項５】
前記ほ乳類がヒトである、請求項１〜４のいずれか一項に記載の調製方法。
【請求項６】
前記細胞内小器官が核膜である、請求項１〜５のいずれか一項に記載の調製方法。
【請求項７】
高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察する方法であって、
ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティングして、ポリ塩基性アミノ酸でコーティ
ングされたガラス基材を準備する工程と、
前記ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材上に前記細胞内小器官を付着
させる工程とを含む、観察方法。
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【請求項８】
高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察するための試料を調
製するための、ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材。
【請求項９】
高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察するための試料を調
製するための、ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高速原子間力顕微鏡によるほ乳類の細胞小器官の観察のための試料調製方法
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に関し、特に、高速原子間力顕微鏡によるほ乳類の細胞小器官の液中での動的挙動の観察
のための試料の調製方法に関する。また、本発明は、高速原子間力顕微鏡によるほ乳類の
細胞小器官の観察方法にも関する。また、本発明は、上記試料の調製方法に使用するため
のガラス基材及びその使用にも関する。
【背景技術】
【０００２】
高速原子間力顕微鏡は、従来の原子間力顕微鏡よりもの１０００倍以上の速度で高速走
査が可能な走査型プローブ顕微鏡である。高速原子間力顕微鏡は、原子間力顕微鏡と同様
に、探針をその自由端に持つカンチレバーと、カンチレバーの変位を検出する光学式変位
センサーと、探針と試料とを相対的に走査する走査機構とを備えている。また、観察され
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る試料は、所定の基材上に部分的に固定される。高速原子間力顕微鏡は、ナノメートルオ
ーダーの高い解像度で、試料が液体中にあっても観察可能であり、また、高速走査により
試料の動く様子を観察することが可能である。そのため、高速原子間力顕微鏡は、今まで
観察できなかった液体中のネイティブな生体試料の動的挙動を高い解像度で観察できる可
能性があるとして注目されており、特に、ほ乳類の核などの微小な細胞内小器官の液中で
の動的挙動を高い解像度で観察できる可能性がある。しかしながら、現在に至るまで、ほ
乳類の核などの微小な細胞小器官を高速原子間力顕微鏡で観察するための有効な試料調製
方法は確立されていない。
【０００３】
例えば、非特許文献１には、アフリカツメガエル（Ｘｅｎｏｐｕｓ

Ｌａｅｖｉｓ）の
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卵母細胞内の核膜孔複合体を高速原子間力顕微鏡で観察したことが記載されている。しか
しながら、アフリカツメガエル卵母細胞内の核の大きさは約１,０００μｍであり、ほ乳
類の核の大きさ（１０〜２０μｍ）に比べて、約５０〜１００倍大きい。
【０００４】
特許文献１には、ポリ−Ｌ−リジンをコーティングした雲母表面上に固定した複数の改
変βソレノイドタンパク質（ｍＢＳＰ）モノマーを含むアミロイド線維を、原子間力顕微
鏡により観察したことが記載されている。また、特許文献２には、ポリＬリジン水溶液に
分散させた酵母（ＡＴＣＣ２８７）を原子間力顕微鏡で観察したことが記載されている。
【先行技術文献】
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、特許文献１及び２には、高速原子間力顕微鏡を用いて試料の動的挙動を
観察したことは記載されていない。
【０００８】
本発明の目的は、ほ乳類の核などの細胞小器官の動的挙動を高速原子間力顕微鏡で観察
するための試料の調製方法を提供することにある。
【０００９】
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また、本発明の他の目的は、ほ乳類の核などの細胞小器官の動的挙動を高速原子間力顕
微鏡で観察する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者は、上述した課題を解決するために鋭意検討し、微小な細胞内小器官の動的挙
動を高速原子間力顕微鏡で観察する場合に、ポリ塩基性アミノ酸でコーティングしたガラ
ス基材上に試料を付着させて観察試料を調製することにより、高い解像度で明瞭に細胞内
小器官の液中での動的挙動を観察できることを見出し、本発明を完成させた。
【００１１】
そのため、本発明は、高速原子間力顕微鏡でほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察す
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るための試料の調製方法であって、ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティングして
、ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材を準備する工程と、前記ポリ塩基
性アミノ酸でコーティングされたガラス基材上に前記細胞内小器官を付着させる工程とを
含むことに特徴がある。
【００１２】
ガラス基材のポリ塩基性アミノ酸によるコーティングは、ガラス基材を０．００５重量
％〜０．０５重量％のポリ塩基性アミノ酸溶液と接触させることにより行われることが好
ましい。
【００１３】
ガラス基材のポリ塩基性アミノ酸によるコーティングは、ガラス基材をポリ塩基性アミ
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ノ酸溶液と１０時間以上接触させることにより行われることが好ましい。
【００１４】
ポリ塩基性アミノ酸は、ポリリジン、ポリアルギニン、ポリオルニチン、ポリトリプト
ファン、ポリヒスチジン、及びこれらの組み合わせから選択されることが好ましい。
【００１５】
本発明の好ましい態様において、ほ乳類はヒトである。
【００１６】
本発明の別の好ましい態様において、細胞内小器官は核膜である。
【００１７】
本発明は、高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察する方法
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にも関し、この方法は、ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティングして、ポリ塩基
性アミノ酸でコーティングされたガラス基材を準備する工程と、ポリ塩基性アミノ酸でコ
ーティングされたガラス基材上に細胞内小器官を付着させる工程とを含む。
【００１８】
本発明は、高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察するため
の試料を調製するための、ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材及びその
使用にも関する。
【発明の効果】
【００１９】
本発明の高速原子間力顕微鏡でほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察するための試料
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の調製方法によれば、従来の原子間力顕微鏡では観察できなかったほ乳類の細胞内小器官
の液中、特に生体環境と同様の水溶液中での動的挙動を観察することができる。その結果
、本発明は、ほ乳類、特にヒトの細胞内小器官の機能メカニズムの解明や、新規な薬剤及
びドラックデリバリーシステムの研究開発に非常に有益なツールを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の実施例による、ヒトのＨＣＴ１１６細胞の核膜孔複合体（ＮＰ
Ｃ）の観察結果を示す図である。図１ａは、細胞質に面している複数のＮＰＣの外側の観
察結果である（Ｚ−スケール：６ｎｍ、スケールバー：１００ｎｍ）。図１ｂは、単一の
ＮＰＣの３Ｄ観察結果である（Ｚ−スケール：６ｎｍ、スケールバー：５０ｎｍ）。
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【図２】図２は、本発明の実施例による、１１０個のＮＰＣを観察した結果から計算した
、ＮＰＣの断面の形状（孔の直径及び深さ）を示すグラフである。
【図３】図３の上段は、本発明の実施例による、ミリ秒スケールで連続してＮＰＣの同じ
領域を観察した結果を示す（Ｚ−スケール：８ｎｍ、スケールバー：５０ｎｍ）。図３に
おいて、各画像の左上の数値は、観察時の時間（ｍｓ、ミリ秒）を表す。また、図３の下
段は、ＮＰＣの孔の略中心を横切る特定の２点間（黒い矢及び灰色の矢印）を結ぶ直線に
おけるＮＰＣの断面形状（間隔及び高さ）を示すグラフである。
【図４】図４は、本発明の実施例による、ＮＰＣの孔の形状を上から連続して撮影して、
ＮＰＣの孔の動的変化を示す観察結果である（Ｚ−スケール：６ｎｍ、スケールバー：５
０ｎｍ）。図４において、各画像の下の数値は、経過時間（ｍｓ）を表す。
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【図５】図５は、５つのＮＰＣの孔について、経時での直径の変化を示すグラフである。
【図６】図６は、本発明の実施例による、１００ｎＭのＭＬＮ８２３７で４８時間処理し
たヒトのＨＣＴ１１６細胞のＮＰＣの観察結果を示す図である。図６ａは、細胞質に面し
ている複数のＮＰＣの外側の観察結果である（Ｚ−スケール：２０ｎｍ、スケールバー：
１００ｎｍ）。図６ｂは、単一のＮＰＣの３Ｄ画像である（Ｚ−スケール：２０ｎｍ、ス
ケールバー：５０ｎｍ）。
【図７】図７は、野生型（ワイルドタイプ）のＮＰＣと、ＭＬＮ８２３７で処理したＮＰ
Ｃの断面の形状（孔の直径及び深さ）の比較を示すグラフである。
【図８】図８の上段は、本発明の実施例による、ミリ秒スケールの間隔で、ＭＬＮ８２３
７で処理したＮＰＣの同じ領域を観察した結果を示す（Ｚ−スケール：２０ｎｍ、スケー
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ルバー：５０ｎｍ）。図８において、各画像の左上の数値は、撮影時の時間（ｍｓ、ミリ
秒）を表す。また、図８の下段は、孔の略中心を横切る直線におけるＮＰＣの断面形状（
間隔及び高さ）を示すグラフである。
【図９】図９は、本発明の実施例による、ＮＰＣにおけるフェニルアラニン−グリシン−
ヌクレオポリン（ＦＧＮｕｐ）の動的挙動を解析するために、単一のＮＰＣに対して４０
ｎｍ×４０ｎｍの範囲で連続して孔の内部を観察した結果を示す（スケールバー：１０ｎ
ｍ）。
【図１０】図１０は、本発明の実施例による、ＮＰＣの内面から伸びているＦＧＮｕｐを
観察した結果である。図１０の下段において、矢印は一本一本のＦＧＮｕｐのフィラメン
トを指している。
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【図１１】図１１は、ＦＧＮｕｐ繊維（フィラメント）と、ＦＧＮｕｐのネットワーク構
造を示す模式的な断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例による、ＦＧＮｕｐの挙動を野生型（ワイルドタイ
プ）のＮＰＣと、ＭＬＮ８２３７で処理したＮＰＣとで比較した観察結果である。図１２
（ａ）は、野生型のＮＰＣのＦＧＮｕｐの経時での動きを観察した結果である。図１２（
ｂ）は、ＭＬＮ８２３７で処理したＮＰＣの内側を観察した結果である。矢印は、一本一
本のＦＧＮｕｐフィラメントを指している。
【図１３】図１３は、野生型のＮＰＣのＦＧＮｕｐ（ａ）とＭＬＮ８２３７で処理したＮ
ＰＣのＦＧＮｕｐ（ｂ）の厚さを比較した結果である。また、図１３（ｃ）は、野生型と
ＭＬＮ８２３７で処理したＦＧＮｕｐの経時での厚さの変化を測定した結果を示すグラフ
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である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。本発明は以下の実施の形態に限定
されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
【００２２】
［観察試料の調製方法］
本発明は、高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察するため
の試料の調製方法に関する。この方法は、ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティン
グして、ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材を準備する工程と、ポリ塩
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基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材上に細胞内小器官を付着させる工程とを含
む。
【００２３】
高速原子間力顕微鏡は、従来の原子間力顕微鏡よりもの１０００倍以上の速度で高速走
査が可能な走査型プローブ顕微鏡であり、例えば、特開２００５−１０６７９０号公報、
特開２０１１−２５２７６４号公報、及び特開２０１６−０６５８００号公報に記載のも
のを例示できる。本明細書においては、１画像あたり１秒以下、すなわち、フレームレー
トが１ｆｐｓ（Ｆｒａｍｅｓ Ｐｅｒ Ｓｅｃｏｎｄ）以上で画像を取得できる原子間力顕
微鏡を「高速原子間力顕微鏡」と称する。
【００２４】
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高速原子間力顕微鏡は、原子間力顕微鏡と同様に、探針をその自由端に持つカンチレバ
ーと、カンチレバーの変位を検出する光学式変位センサーと、探針と試料とを相対的に走
査する走査機構とを備えている。
【００２５】
本発明の観察において、高速原子間力顕微鏡の測定モードは特に限定されず、例えばス
タティックモードとタッピングモードが採用でき、好ましくはタッピングモードが採用さ
れる。スタティックモードとは、探針と試料との間の相互作用力によって生じるカンチレ
バーの変位から、探針と試料との間の相互作用力を検出する測定モードである。タッピン
グモードとは、カンチレバーをその共振周波数近傍の周波数で機械的に振動させながら試
料に対して水平方向に走査した際の、探針と試料との間の相互作用力によって生じる振動

10

振幅、周波数又は位相の変化から探針と試料との間の相互作用力を検出するモードである
。
【００２６】
本発明の観察に用いられるカンチレバーの種類は特に限定されないが、例えば、三角形
カンチレバー、短冊形カンチレバーが挙げられる。本発明による観察において、好ましく
は短冊形カンチレバーを用いる。短冊形カンチレバーのサイズは特に限定されないが、例
えば、長さが２μｍ〜１５μｍであり、幅が０．５μｍ〜５μｍであり、厚さが５０ｎｍ
〜１５０ｎｍである。また、カンチレバーの水中でのバネ定数は、特に限定されないが、
好ましくは０．１Ｎ／ｍ〜０．５Ｎ／ｍであり、水中での共振周波数は、特に限定されな
いが、好ましくは１．０ＭＨｚ〜１．５ＭＨｚである。
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【００２７】
カンチレバーの先端には、試料の表面を走査する探針が備えられている。探針の材質と
しては、特に限定されないが、例えば、タングステン、イリジウム、窒化珪素、カーボン
ナノチューブ、及びカーボンが挙げられ、特に電子ビーム蒸着（ＥＢＤ）により作成され
るカーボン製の探針が好ましい。探針の長さとしては、特に限定されないが、好ましくは
１μｍ以上、より好ましくは１．５μｍ以上であり、好ましくは３μｍ以下、より好まし
くは２．５μｍ以下である。短針の半径としては、特に限定されないが、好ましくは２ｎ
ｍ〜１５ｎｍであり、より好ましくは５ｎｍ〜１２ｎｍである。探針の形状及び寸法は、
例えば、ＥＢＤにおいて加圧する電圧と時間を調整することにより所望の形状のものを作
成できる。
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【００２８】
本発明の観察対象は、ほ乳類の細胞内小器官である。本発明はほ乳類の細胞内小器官の
生体環境中（例えば液中、好ましくはｐＨ５〜９、より好ましくはｐＨ５〜８の水溶液中
）でのネイティブな動的挙動を観察することを可能にする。特に、本発明は、微小なほ乳
類の細胞内小器官の生体環境中でのナノスケールの動的挙動を観察するのに適している。
微小なほ乳類の細胞内小器官としては、例えば、ほ乳類の核、特に核膜及び核膜孔複合体
、微小管、ミトコンドリア、細胞膜等の構造が挙げられる。ほ乳類は、好ましくはヒトで
ある。
【００２９】
本発明の観察対象である試料の一例として、ほ乳類、特にヒトの核膜、特に核膜孔複合
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体が挙げられる。核膜複合体（以下、「ＮＰＣ」とも言う）とは、真核生物の核の核膜孔
を構成するタンパク質であり、ヌクレオポリンと呼ばれる約３０種の異なるタンパク質の
複数のコピーから構成される。核膜孔は、細胞質と核の間の物質輸送の唯一の通り道であ
る。核膜孔複合体を構成するヌクレオポリンのうち、約１／３は、特定の高次構造を有さ
ない、約２００のフェニルアラニン−グリシン配列の繰り返しを含むペプチド鎖（フェニ
ルアラニン−グリシン−ヌクレオポリン、以下「ＦＧ−Ｎｕｐ」とも言う）であり、この
ペプチド鎖が核膜孔の中央部で互いにフレキシブルに相互作用することによってメッシュ
状に配置され、分子ふるいとして機能する。小分子は受動拡散により核膜孔複合体を介し
て自由に物質輸送されるが、より大きな分子（＞４０ｋＤａ）の物質輸送は、ＦＧリピー
ト領域により制限され、特殊輸送タンパク質を認識することによる選択的な物質輸送が行
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われている。こうした細胞質と核の間の物質輸送は、細胞の基本的な機能発現に重要であ
り、そのメカニズムの解明は、様々な生命現象の営みを理解する上で重要である。
【００３０】
本発明における観察対象となるほ乳類の細胞内小器官は、従来公知の方法により準備す
ることができる。ほ乳類の細胞内小器官を準備する方法としては、目的とする細胞内小器
官の種類に応じて、種々の適切な方法を選択でき、例えば、低浸透圧ショック法、凍結融
解法、蛋白質分解酵素阻害剤の存在下でのホモジナイゼーション、又はポリトロン等の細
胞破壊装置での懸濁化により標的細胞を破砕した後、密度勾配遠心分離又は遠心分離等に
より目的の細胞内小器官を単離して準備できる。また、市販のキットを用いることにより
目的の細胞内小器官を単離して準備することもできる。
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【００３１】
本発明は、ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティングして、ポリ塩基性アミノ酸
でコーティングされたガラス基材を準備する工程を含む。
【００３２】
使用するポリ塩基性アミノ酸は、好ましくはポリリジン、ポリアルギニン、ポリオルニ
チン、ポリトリプトファン、ポリヒスチジン、及びこれらの組み合わせから選択され、特
に好ましくはポリリジンである。ポリリジンとしては、ポリ−Ｄ−リジン及びポリ−Ｌ−
リジンのどちらを用いてもよいが、入手容易性等の観点から好ましくはポリ−Ｌ−リジン
を用いる。ポリ塩基性アミノ酸の分子量としては特に限定されないが、例えば５,０００
〜１００,０００であり、好ましくは１０,０００〜５０,０００の分子量のポリ塩基性ア
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ミノ酸が適当である。また、ポリ塩基性アミノ酸の溶解に用いる溶媒としては、特に限定
されず、ポリ塩基性アミノ酸が溶解し、ポリ塩基性アミノ酸を変質させるものでなければ
何でも使用することができ、例えば、水及びリン酸緩衝液等が挙げられる。
【００３３】
ガラス基材のポリ塩基性アミノ酸によるコーティングは、ガラス基材をポリ塩基性アミ
ノ酸溶液に接触させることにより行う。通常、ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸溶液中に
浸漬させることにより行う。ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティングする際に用
いられるポリ塩基性アミノ酸溶液の濃度は、０．００５重量％〜０．０５重量％であり、
好ましくは０．００７重量％〜０．０３重量％であり、より好ましくは０．００９重量％
〜０．０２重量％であり、最も好ましくは０．０１重量％である。ポリ塩基性アミノ酸濃
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度をこの範囲にすることにより、高速原子間力顕微鏡の観察試料として適量の細胞内小器
官がガラス基材上に付着するので、試料の明瞭な観察が可能になる。
【００３４】
ポリ塩基性アミノ酸溶液と基材表面の接触時間は特に限定されないが、例えば１０時間
以上、より好ましくは１６時間以上、さらに好ましくは２０時間以上である。また、ポリ
塩基性アミノ酸溶液を基材表面に接触させる際の温度は、１０℃〜４０℃の範囲内が好ま
しく、通常は室温で行う。また、ポリ塩基性アミノ酸を基材表面に結合させた後の洗浄は
、ポリ塩基性アミノ酸溶液を溶解するのに用いたのと同一の溶媒を用いてもよいし、純水
を用いてもよい。
【００３５】
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本発明は、ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材上に細胞内小器官を付
着させる工程を含む。
【００３６】
ポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材上への細胞内小器官の付着は、細
胞内小器官をポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材上に接触させることに
より行われる。通常は、細胞内小器官の懸濁液をポリ塩基性アミノ酸でコーティングされ
たガラス基材上に滴下することにより行われる。滴下する細胞内小器官の濃度としては、
特に限定されないが、通常０．０１ｍｇ／ｍＬ〜１ｍｇ／ｍＬであり、特に０．１ｍｇ／
ｍＬである。
【００３７】
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本発明において、ポリ塩基性アミノ酸コーティングの上に細胞内小器官を付着させて高
速原子間力顕微鏡用の試料を調製することにより、細胞内小器官を基材上に部分的に固定
できる。その結果、細胞内小器官を完全に固定化してその動的な挙動を止めることなく、
細胞内小器官の生体内での動的挙動を高速原子間力顕微鏡で観察することが可能になる。
【００３８】
また、本発明において、試料の付着に用いる基材がガラス基材であることも肝要である
。本件発明者は、原子間力顕微鏡の生体試料の固定には、一般的にマイカ基材が用いられ
るが、高速原子間力顕微鏡で細胞内小器官等の組織を観察する場合、マイカ基材を用いる
と明瞭な観察結果が得られないことが分かった。試行錯誤の結果、驚くべきことに、ガラ
ス基材を用いると細胞内小器官が明瞭に観察できることが分かった。この結果は、一般的
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に原子間力顕微鏡の生体試料の固定にはマイカ基材が用いられていることを勘案すると、
驚くべき結果である。この理由としては、マイカ基材の表面には微細な亀裂が存在し、高
速原子間力顕微鏡の測定中にその亀裂から内部のイオンが溶出することにより観察画像に
影響を与えるものと考えられる。一方、ガラス基材はマイカ基材に比べると表面の亀裂が
少ないため、こうした影響が少なく、明瞭な観察結果が得られるものと推測される。
【００３９】
したがって、本発明に係る観察試料の調製方法によれば、従来の原子間力顕微鏡では観
察できなかったほ乳類の細胞内小器官の液中での動的な振る舞いを明瞭に観察することが
できる観察試料を調製できる。
【００４０】
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［観察方法］
本発明は、高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察する方法
にも関し、この方法は、ガラス基材をポリ塩基性アミノ酸でコーティングして、ポリ塩基
性アミノ酸でコーティングされたガラス基材を準備する工程と、ポリ塩基性アミノ酸でコ
ーティングされたガラス基材上に細胞内小器官を付着させる工程とを含む。
【００４１】
本発明に係る観察方法は、本発明に係る試料の調製方法と同じ工程で行うことができる
。また、用いる高速原子間力顕微鏡及びほ乳類の細胞内小器官も、本発明に係る試料の調
製方法で説明したものと同じものを用いることができる。
【００４２】
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したがって、本発明に係る観察方法によれば、従来の原子間力顕微鏡では観察できなか
ったほ乳類の細胞内小器官の液中での動的な振る舞いを明瞭に観察することができる。
【００４３】
［ガラス基材及びその使用］
本発明は、高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察するため
の試料を調製するためのポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材にも関する
。本発明に係るガラス基材は、高速原子間力顕微鏡で観察する試料を付着させるステージ
として用いられる。こうしたステージの寸法及び形状としては、高速原子間力顕微鏡によ
る観察に適したものであれば特に限定されないが、好ましくは円柱状で、直径及び高さは
０．５ｍｍ〜５ｍｍの範囲内である。
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【００４４】
また、本発明は、高速原子間力顕微鏡によりほ乳類の細胞内小器官の動的挙動を観察す
るための試料を調製するためのポリ塩基性アミノ酸でコーティングされたガラス基材の使
用にも関する。
【００４５】
こうした本発明に係るガラス基材及びその使用によれば、従来の原子間力顕微鏡では観
察できなかったほ乳類の細胞内小器官の液中での動的な振る舞いを、高速原子間力顕微鏡
を用いて明瞭に観察することができる。
【実施例】
【００４６】
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本発明の試料の調製方法を実施例および比較例により詳細に説明する。但し本発明は以
下の実施例の記載に限定されない。
【００４７】
［核膜試料の調製］
アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション（American Type Culture Collection
, ATCC）から入手したヒト大腸がんＨＣＴ１１１６細胞から、以下に示すプロトコールで
核膜を単離した。具体的には、約１０８個の培養細胞を１０ｍＬのリン酸緩衝食塩水（Ｐ
ＢＳ）中で懸濁した後、４℃、１，３００ｇで５分間遠心して上澄みを取り除き細胞を洗
浄した。次いで、３．５ｍＬの低浸透圧緩衝液中で再懸濁し、氷中で４０分間インキュベ
ートした。４℃、２，３００ｇで１３分間遠心して上澄みを取り除き、核を含む分画を得
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た。これをショ糖溶液で懸濁し、さらに別の濃度のショ糖溶液を重層した後、４℃、１７
,０００ｇで４０分間遠心した。上澄みを取り除いて沈殿したペレット状の核を回収した
。次いで、ペレット状の核を２００μＬの低浸透圧緩衝液で再懸濁した後、各０．５μＬ
のデオキシリボヌクレアーゼ及びリボヌクレアーゼを加えて室温で１５分間インキュベー
トした。最後に、懸濁液を４℃、１０,０００ｇで１５分間遠心して沈殿したペレット状
の核膜を得た。
【００４８】
［観察用ステージの作成］
実施例
円柱形のガラス製のステージ（直径１．５〜２ｍｍ、高さ２ｍｍ）を、０．０１％（ｗ
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／ｗ）のポリ−Ｌ−リジン（分子量１５０，０００−３００，０００）水溶液中に室温で
２４時間浸漬させて、０．０１％（ｗ／ｗ）のポリ−Ｌ−リジンでコーティングされたガ
ラス製ステージを作成した。
【００４９】
比較例
円柱形のガラス製のステージ（直径１．５〜２ｍｍ、高さ２ｍｍ）上に２ｍｍ四方の雲
母シートを乗せたものを、０．０１％（ｗ／ｗ）のポリ−Ｌ−リジン水溶液中に室温で２
４時間浸漬させて、０．０１％（ｗ／ｗ）のポリ−Ｌ−リジンでコーティングされた雲母
製ステージを作成した。
【００５０】
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［観察試料の調製］
得られたペレット状の核膜を、２００μＬの低浸透圧緩衝液（ｐＨ７．５）に懸濁し、
この核膜懸濁液２μＬを得られたガラス製ステージ及び雲母製ステージにそれぞれ滴下し
、室温で１時間静置した。次いで、各ステージを低浸透圧緩衝液で洗浄して過剰に付着し
た核膜サンプルを除き、高速原子間力顕微鏡で観察するための観察試料を得た。
【００５１】
［高速原子間力顕微鏡］
オリンパス社よりアモルファスカーボン製カンチレバー（長さ：６〜７μｍ、幅２μｍ
、厚さ：９０ｎｍ）を購入し、電子ビーム蒸着法（ＥＬＳ−７５００、Ｅｌｉｏｎｉｘ社
製）により、カンチレバー先端に長さ約２μｍ、半径約８ｎｍの探針を調製した。このカ
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ンチレバーを用いて、液中ダイナミック（タッピング）モードの高速走査型原子間力顕微
鏡(ＦＳ−ＡＦＭ，ＮＶＢ５００、オリンパス社)を用いて室温で低浸透圧緩衝液（ｐＨ７
．５）中の試料を観察した。
【００５２】
［観察結果］
実施例による試料調製方法により調製された試料を用いて、ヒトの細胞の核膜孔が液中
で動いている様子を観察できた。観察結果を図１〜１３に示す。一方、比較例の方法によ
り調製された試料では、ヒトの細胞の核膜孔を観察することはできなかった。
【００５３】
図１は、本発明の実施例による、ヒトの細胞質に面している複数のＮＰＣの外側の観察
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結果である。図１ｂは、単一のＮＰＣの３Ｄ観察結果である。これらの観察結果から、核
膜孔複合体は、円状の孔を囲む約８個の球形構造から構成されることが観察できた。
【００５４】
図２は、本発明の実施例による、１１０個のＮＰＣを観察した結果から計算した、ＮＰ
Ｃの断面の形状（孔の直径及び深さ）を示すグラフである。この結果から、核膜孔の深さ
（すなわち、ＮＰＣの厚さ）が４±２ｎｍであり、核膜孔の直径が８６±１３ｎｍである
ことが確認できた。
【００５５】
図３の上段は、本発明の実施例による、ミリ秒スケールで連続してＮＰＣの同じ領域を
観察した結果を示す。また、図３の下段は、ＮＰＣの孔の略中心を横切る特定の２点間（

10

黒い矢及び灰色の矢印）を結ぶ直線におけるＮＰＣの断面形状（間隔及び高さ）を示すグ
ラフである。図４は、本発明の実施例による、ＮＰＣの孔の形状を上から連続して撮影し
て、ＮＰＣの孔の動的変化を示す観察結果である。図５は、５つのＮＰＣの孔について、
経時での直径の変化を示すグラフである。これらの結果から、ＮＰＣの動的挙動が観察で
き、ＮＰＣが液中で絶えず動いていることが確認できた。
【００５６】
図６は、１００ｎＭのＭＬＮ８２３７で４８時間処理したヒトのＨＣＴ１１６細胞のＮ
ＰＣの観察結果を示す図である。ＭＬＮ８２３７は、オーロラＡキナーゼ阻害薬（Ａｌｉ
ｓｅｒｔｉｂ）とも称され、再発癌臨床試験で使用されているアポトーシス及びオートフ
ァジー誘導物質である。図６ａは、細胞質に面している複数のＮＰＣの外側の観察結果で
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ある。図６ｂは、単一のＮＰＣの３Ｄ画像である。図７は、野生型のＮＰＣと、ＭＬＮ８
２３７で処理したＮＰＣの断面の形状（孔の直径及び深さ）の比較を示すグラフである。
ＭＬＮ８２３７で処理したＨＣＴ１１６細胞のＮＰＣは、核膜孔の深さが６±１ｎｍであ
り、核膜孔の直径が５２±８ｎｍになることが判明した。すなわち、ＭＬＮ８２３７で処
理したＮＰＣは、核膜孔が深く、狭く変形することが判明した。
【００５７】
図８の上段は、本発明の実施例による、ミリ秒スケールの間隔で、ＭＬＮ８２３７で処
理したＮＰＣの同じ領域を観察した結果を示す。また、図８の下段は、孔の略中心を横切
る直線におけるＮＰＣの断面形状（間隔及び高さ）を示すグラフである。この結果を、図
３に示したＭＬＮ８２３７で処理していない野生型のＮＰＣの結果と比較すると、明らか
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にＭＬＮ８２３７で処理したＮＰＣは動的挙動が少なくなっていることが確認できた。
【００５８】
図９は、本発明の実施例による、ＮＰＣにおけるフェニルアラニン−グリシン−ヌクレ
オポリン（ＦＧＮｕｐ）の動的挙動を解析するために、単一のＮＰＣに対して４０ｎｍ×
４０ｎｍの範囲で連続して孔の内部を観察した結果を示す。図１０は、本発明の実施例に
よる、ＮＰＣの内面から伸びているＦＧＮｕｐを観察した結果である。図１０の下段にお
いて、矢印は一本一本のＦＧＮｕｐのフィラメントを指している。図１１は、ＦＧＮｕｐ
繊維（フィラメント）と、ＦＧＮｕｐのネットワーク構造を示す模式的な断面図である。
これらの結果から、ＮＰＣの内部から伸びているＦＧＮｕｐの一本一本のフィラメントの
動的挙動を観察でき、これらがブラシのように挙動していることが観察できた。
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【００５９】
図１２は、本発明の実施例による、ＦＧＮｕｐの挙動を野生型のＮＰＣと、ＭＬＮ８２
３７で処理したＮＰＣとで比較した観察結果である。図１２（ａ）は、野生型のＮＰＣの
ＦＧＮｕｐの経時での動きを観察した結果である。図１２（ｂ）は、ＭＬＮ８２３７で処
理したＮＰＣの内側を観察した結果である。矢印は、一本一本のＦＧＮｕｐフィラメント
を指している。図１２の結果から、野生型のＮＰＣの場合、一本一本のＦＧＮｕｐフィラ
メントが活発に収縮と伸長を繰り返して動いているのが確認できたが、ＭＬＮ８２３７で
処理したＮＰＣの場合、ＦＧＮｕｐフィラメントの動きがほどんど観察できなかった。ま
た、野生型のＮＰＣにおいて、ＦＧＮｕｐフィラメントの平均長さは収縮時で約５．１ｎ
ｍであり、伸長時で約２０．９ｎｍであったが、ＭＬＮ８２３７で処理したＮＰＣの場合
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、ＦＧＮｕｐフィラメントの収縮時と伸長時の長さは約５ｎｍから１１ｎｍであった。
【００６０】
図１３は、野生型のＮＰＣのＦＧＮｕｐ（ａ）とＭＬＮ８２３７で処理したＮＰＣのＦ
ＧＮｕｐ（ｂ）の厚さを比較した結果である。また、図１３（ｃ）は、野生型とＭＬＮ８
２３７で処理したＦＧＮｕｐの経時での厚さの変化を測定した結果を示すグラフである。
図１３（ａ）の結果から、野生型のＦＧＮｕｐの厚さは０.６±０.３ｎｍ（ｎ＝２０）で
あることが示され、一方、図１３（ｂ）の結果から、ＭＬＮ８２３７で処理したＦＧＮｕ
ｐの厚さは０.２±０.２ｎｍ（ｎ＝２０）に短縮していることが示された。さらに、図１
３（ｃ）の結果から、ＭＬＮ８２３７で処理したＦＧＮｕｐの厚さは、野生型の物に比べ
て劇的に短くなり、その動的な挙動も低下していることが確認された。
【００６１】
以上から、本願の実施例によって、ヒトの核膜複合体の液中での動的挙動を高速原子間
力顕微鏡で高い解像度で明瞭に観察できた。さらに、野生型の核膜複合体とＭＬＮ８２３
７で処理した核膜複合体の構造及び挙動を比較した結果から、細胞死と核膜複合体の機能
低下とが密接に関連していることが考察される。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
本発明は、ほ乳類、特にヒトの細胞内小器官の機能メカニズムの解明や、新規な薬剤及
びドラックデリバリーシステムの研究開発に非常に有益なツールを提供できる。

【図１】

【図２】

【図３】
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