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要旨

温度は⽣命現象に重要な役割を果たす物理量であるが、現状、細胞内の温度分布、細胞の熱感
受システム、細胞の熱応答における分⼦機構などの詳細については不明な部分が多い。ダイヤ

モンドナノ粒子（DNP）内部に存在する窒素空孔中心（NVC）のスピン量子状態は温度にに
対して鋭敏な応答を示し、これを NVC から発せられる蛍光信号を通して読み取ることがで
きる。すなわち、DNP を細胞内に導入する事により、細胞内のナノスケールに生じる温度
を計測することができる。本研究では、物質化学・有機化学を駆使し、高品質な DNP を調
整することにより、DNP を細胞内量子センサーとして応用する基盤技術を確立し、そのう
えで、細胞内温度センサーとしての有用性の検証を行う。
1．緒⾔

いうアプローチを着想した。DNP 内部の格⼦

温度は細胞の恒常性や⽣理機能を担う重要な

⽋陥である窒素空孔中⼼(NVC: Nitrogen-

物理パラメータのひとつであるが、細胞レベ

vacancy center)は近⾚外の蛍光を発し、この蛍

ルもしくは分⼦レベルで温度がどのように⽣

光信号の磁気共鳴特性は温度依存性を持つこ

命現象に関わっているのかは不明である。細

とから、磁気共鳴信号を計測することで DNP

胞のような微⼩な領域の温度を知るために

周囲（〜100 nm）の温度を計測することがで

は、ナノメートル領域の温度を計測可能な新

きると報告されている。[3,4] また温度計測を

規ナノ材料の開発が急務である。[1,2]

担う NVC がダイヤモンドの結晶構造内部に

ナノ材料を⽤いて細胞温度計測を達成する

埋め込まれていことから、細胞内環境におい

ためには、絶対温度を計測可能であること、

ても信頼性の⾼い温度センサーとして機能す

細胞内の複雑な環境下においても、pH、塩強

ることを我々が報告している。[5]また、絶対

度、粘性、分⼦相互作⽤に左右されず、温度

温度計測に必要なキャリブレーションライン

のみを正確に計測可能であること、リアルタ

を細胞固定後に取得することで絶対温度計測

イムかつ⾼精度に計測可能であること、細胞

も可能である。[5]

毒性を⽰さないこと、⽔溶液に対して⾼分散

しかし⼀⽅で、DNP を温度センサーとして

であることが重要となる。これらを同時に達

機能させるためには、NVC を DNP 内部に導

成できる細胞温度計測技術は未だ報告されて

⼊するために電⼦線照射が必要があるが、細

おらず、新たなナノ温度計の開発が課題とな

胞温度計測を⾏うための最適な電⼦線照射条

っている。

件は明らかになっていない。また DNP は⽔

我々はこの課題に対して、ダイヤモンドナ
ノ粒⼦(DNP)を細胞内温度計測に利⽤すると

に対する分散性が低いものや⾼いものとその
性質はばらつきがあり粒⼦ごとの個性をなく

す表⾯化学修飾が重要となる。これまでに、

(HPG)、シリカ(Silica)およびポリドーパミン

さまざまな表⾯化学修飾が開発されているが

(PDA)コーティングを DNP に施し（図 1）
、コ

[6]、温度計測に適した表⾯修飾を探るための

ーティングが DNP の分散性に与える影響に

包括的な研究は報告されていない。

ついて評価した。合成の確認は、フーリエ変

本研究では、電⼦線照射と NVC 形成の関

換⾚外分光、電⼦顕微鏡、ゼータ電位測定、

係を明らかにすることにより最適な照射条件

熱重量分析によって⾏った。分散性の評価

を検討した。次に、さまざまな表⾯化学修飾

は、DNP を 1mg/ml の濃度で溶液に分散さ

を施し、分散性、細胞毒性、細胞への取り込

せ、その吸光度の経時変化を測定することに

みを定量的に評価し、細胞応⽤に資する DNP

よって⾏なった。

の表⾯修飾を検討した。最後に、細胞内に導
⼊された DNP によって神経幹細胞分化前後

2.3 細胞毒性の評価

での温度計測に成功し、分化後は細胞の温度

CCK-8 により表⾯修飾 DNP の毒性の評価を

が 0.5 度程度上昇することを明らかにした。

HeLa 細胞の⽣存率から評価した。細胞培養液
に 10-100μg/ml の表⾯化学修飾された DNP

2．実験⽅法

サンプルを添加し、16 時間経過後、CCK-8 を

2.1 電⼦線照射による蛍光強度の向上と温度

添加、その後 450nm の吸収を計測することに

計測特性の評価

よって毒性を評価した。

DNP に対してさまざまな照射量(2, 4, 6, 8, 10
× 1018 / cm2)で電⼦線照射を⾏い、減圧下

2.4 細胞への取り込み評価

800 度のアニーリング、空気中 550 度での表

神経細胞への分化能を有する PC12 細胞を⽤

⾯酸化処理を施し、照射量が DNP の蛍光特

いて、表⾯修飾 DNP の細胞への取り込みを

性に与える影響について、その蛍光スペクト

評価した。細胞への DNP の添加条件は 2.3 と

ルを評価した。

同様であり、取り込みは単⼀細胞からの

2.2 表⾯化学修飾による分散性の評価
DNP の表⾯は疎⽔的であるため、⽣体計測に
応⽤するためにはその表⾯を、⽣体分⼦やポ
リマーでコーティングすることが必須とな
る。⾮共有結合型のコーティングとして、蛋
⽩質(BSA)とポリエチレンイミン(PEI)、共有
結合型として、⾼分岐鎖ポリグリセロール

561nm の蛍光を計測することによって評価し
た。
2.5 細胞温度計測
DNP を PC12 細胞内に導⼊し、神経細胞分化
前後における細胞内温度の変化を計測した。
温度計測は我々の研究室で開発した光検出磁
気共鳴顕微鏡によって⾏なった。[5] DNP の
蛍光は NVC 内部の磁気共鳴現象を反映するた
め、NVC の量⼦状態の変化を NVC から発せ
られる光の強度変化で検出することができる。
NVC 内部に存在する電⼦はスピン三重項状態
であり、基底状態は ms = 0 と縮退した ms = ±
1 にエネルギー分裂している。このエネルギー

図 1. DNP の表⾯化学修飾

分裂はゼロ磁場分裂（D）と呼ばれ、外部磁場

のない状態では 2870 MHz 程度になる。 D は

果、NV0 については、2E18 および 4E18 から

温度依存的に変化し、これは温度 1 度の変化

線形に予想される強度よりも、6E18 以上の照

に対して-0.074 MHz で変化することが知られ

射で⾼いことが明らかとなった（図 3）
。⼀⽅

ている。細胞に導⼊された DNP からこの磁気

NV−においては、その強度は 8E18 以上の照

共鳴信号を計測し、D の変化を調べることによ

射では増加量が低くなっていることが明らか

り温度計測をおこなった。

となった。これらの結果をまとめると、電⼦
線照射によって DNP 全体の蛍光強度は増加

3．実験結果

していくが、NVC 全体における NV−の割合

3.1 電⼦線照射による蛍光強度の向上と NVC

が減少していくことが⽰唆された。NV−の不

の電荷状態の評価

電荷の由来は近傍に存在する孤⽴窒素原⼦で

図 2 は DNP の蛍光スペクトルの電⼦線照

あることが知られている。故に過剰な空孔形

射量依存性を⽰したものである。⽤いた条件

成は、孤⽴窒素原⼦を NVC へと変換させる

では、蛍光信号は照射量に依存して⼤きくな

ことによりその存在率を低下させ、結果とし

ることが⽰された。NVC には 2 つの電荷状態

て NV−の⽐率を低下させることが⽰唆され

（中性の NV0 と、負に帯電した NV−）があ

た。

−

り、NV のみが温度計測に利⽤することがで
きる。次に、照射量に伴う NV0 と NV−のゼ
ロフォノン線の蛍光強度を調べた。その結

3.2 表⾯化学修飾による分散性の評価
合成した表⾯化学修飾 DNP の分散性の評
価を⾏った。分散性は、⽔、塩を含む溶液、

図 2. 電⼦線照射した DNP の蛍光スペクトル

図 3. 電⼦線照射に対する NV0 と NV−の強度変化。

図 4. 表⾯修飾 DNP の分散性評価。

図 5. 表⾯修飾 DNP の細胞毒性評価。

塩基性溶液(pH 13)、酸性溶液(pH 1)、細胞培
養液（DMEM + FBS）に DNP を懸濁し、1 時

図 6. 表⾯修飾 DNP の細胞への取り込み評価。

間経過前後の溶液中の吸光度の変化から計測

く、PEI、PDA では⼤きいことが確認され

した（図 4）
。その結果、すべての溶液に対し

た。これは、COOH、BSA、Silica は負に帯電

て HPG 修飾が安定に単分散状態を保つこと

しており、同じく負に帯電した細胞膜との相

がわかった。また DEME-FBS については、す

互作⽤が弱く、逆にアミンを分⼦構造内に有

べての粒⼦を安定に存在させることが⽰唆さ

する PEI と PDA では相互作⽤が強められ結

れた。これは FBS に存在する蛋⽩質が DNP

果として⾼い取り込みに寄与していることが

粒⼦表⾯に吸着し、安定化に寄与しているこ

考えられる。

とを FTIR による解析から明らかにした。
3.5 神経細胞分化における細胞内温度の計測
3.3 細胞毒性の評価
表⾯化学修飾 DNP の細胞毒性を評価した
（図 5）
。これまでの研究から DNP 単体では
細胞毒性を⽰さないことが知られているが表
⾯化学修飾 DNP の毒性について包括的な知
⾒は得られていない。結果から、全てのコー
ティングによって顕著な細胞毒性は確認され
なかった。しかし、実験結果のばらつきが⼤

図 7. DNP-PEI を取り込んだ PC12 細胞の蛍光像

きくさらなる実験による検証が必要である。

細胞への接着を⾼め細胞内移⾏を促進させる
ことを⽬的とし、DNP-PEI を⽤いて神経幹細

3.4 細胞への DNP の取り込み評価

胞（PC12）が神経細胞へと分化する際の細胞

細胞内温度計測を⽬的として、表⾯コート

内の温度計測をおこなった。細胞内への導⼊

DNP の PC12 細胞への取り込みを評価した

は、DNP-PEI を PC12 細胞培養液に添加し、4

（図 6）
。その結果、HPG では細胞への取り

時間培養することによって、エンドサイトー

込みが全く確認されなかった。これは HPG

シスにより細胞に取り込ませた。図 7 は DNP

の⾼度な分岐構造によるステルス性を反映し

を取り込んだ細胞の蛍光観察像である。神経

たものであると考えられる。他のサンプルで

成⻑因⼦（NGF）を添加し、分化を誘導させ

は濃度依存的な取り込みが確認されたが、

る前後の細胞で DNP の磁気共鳴信号を取得

COOH、BSA、Silica では取り込み量は⼩さ

したところ、その結果は、2869.30 MHz と
2869.26 MHz であった。ここから⾒積もられ

る温度変化は、およそ 0.5 度であり、分化し
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経細胞分化における温度の役割を本研究で開
発した温度センサーによって明らかにするこ
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