オープン・リサーチ・プロジェクト機器
TriStarLB941vTi マルチモードプレートリーダー
この機器は発光・蛍光・吸光度測定が１台で行えるマルチモード
プレートリーダーである。６ウェルから384ウェルまで測定が可能で
ある。本システムは DOPS機構を搭載することでクロストークを極
限まで少なく抑え、発光測定においても超高感度奈データを得る
ことができる。また、世界で唯一フラッシュ発光測定が可能な電磁
バルブオートインジェクタを２本（最大４本まで）搭載しています。
活性酸素測定、細胞貪食能試験などに有効な温度コントロール
が標準装備されている。

GE社製 Laboratory MicroCT Scanner
動物の解剖学的知見を取得するためには、動物を屠殺して臓
器摘出、組織切片作製、組織染色、顕微鏡観察等を行う必要
があり、多大なる時間と労力を要していた。
本イメージングシステムは、X線を用いて、生きたラットやマウ
スの個体内における解剖学的知見を低侵襲的に得ることがで
きるCT(コンピューター断層撮影装置)である。これまで臨床用
CTで行われてきた病変観察や治療効果の確認を、CTの解像
度を高めることにより実験用小動物を利用して評価できる。

リアルタイムin vivoイメージングシステム
IVIS(R)Imaging System
IVIS(R) Imaging Systemは、生体内の遺伝子やタンパク質に
“光”のマーカーを付けることによって、動物体内を非侵襲的に、
生きたまま体外からモニタリングすることができる、いわゆるin
vivoイメージングシステムです。
酵素発光（ルシフェラーゼ）による発光や蛍光（GFP等の蛍光タ
ンパク質やFITCやCy5.5などの蛍光トレーサー）の両方におい
て、高感度に観察することが可能な装置です。
本装置を用いることにより、細菌や癌細胞の増減を光の強度と
して定量することが可能であり、また病態モデルなどにおける
疾病遺伝子の発現を定量化することも可能です。また、イソフ
ルランを用いたガス麻酔システムも備えています。

Olympus LuminoView LV200
高感度発光イメージングシステム
高感度冷却CCDカメラを搭載し、微弱な発光を高感度で捉える
ことが可能で、露光時間を最小限に抑え、鮮明な画像を暗室な
しでも取得することができます。
細胞群の中からトランスフェクションされた細胞を対象に、個々
の細胞の発光量変動を画像とともに捉えたり、レポーターアッ
セイでは個々の細胞の形態画像や発光量、発現のタイミング
やその位置情報など詳細なデータを得ることができます。また
ファイバ照明による明視野画像と擬似カラー化した発光画像を
重ねあわせることで、個々の細胞および組織内における分子
の局在や遺伝子発現部位などを知ることができます。さらに、
数日から数週間の長期連続観察、発現量が低く感度を必要と
する発現解析、発光と透過蛍光を組み合わせた複雑な観察を
行うこともできます。
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䉏䈡䉏㪉㪇ಽ㑆ᶐẃ䈚䉁䈚䈢䇯䉁䈢㪈㫄㪤䊌䊚䊄䊨䊮㉄ੑ䊅䊃䊥䉡䊛䈮䈧䈇䈩䈲㪉㪋ᤨ㑆ᶐẃ䈚䈢⟲䋨એਅ㪧㪛㪈㪛㪸㫐䋩䉅⸳䈔䉁䈚䈢䇯䉮䊮䊃䊨䊷䊦⟲䈲ᶐẃಣℂ䈚䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯
㫇㫀㫋 㪽㫆㫉㫄㪸㫋㫀㫆㫅 㪸㫊㫊㪸㫐䉕ⴕ䈉䈢䉄䈮䇮䈖䉏䉌䈱⽎᧼䈲㪐㪍ⓣ䊙䊦䉼䉡䉢䊦䊒䊧䊷䊃ౝ䈮㕒⟎䈘䉏䇮䈖䈱䈪㪈㪋ᣣ㑆䇮⎕㛽⚦⢩䉕ၭ㙃䈚䉁䈚䈢䇯⽎᧼䈮ᒻᚑ䈘䉏䈢ๆ┃
䈲శቇ㗼ᓸ㏜䈫ᩏဳ㔚ሶ㗼ᓸ㏜䈪ⷰኤ䈚䉁䈚䈢䇯⸘᷹䈚䈢ๆ┃䈱㕙Ⓧ䈲䇮㪢㫉㫌㫊㫂㪸㫃㪄㪮㪸㫃㫃㫀㫊 㫋㪼㫊㫋䈮䈩⛔⸘ಽᨆ䈚䉁䈚䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮㪥㪸㪝䇮㪧㪛㪉㪇㫄䇮㪧㪛㪈㪛㪸㫐䈪䈲䇮⎬⚵
❱ๆᛥ䉕␜䈚䉁䈚䈢䈏䇮㪊⟲䈱㑆䈮ᗧ䈭Ꮕ䈲䈅䉍䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯㪜㪛㪫㪘䈮䈍䈇䈩䈲ๆ䈏ഥ㐳䈘䉏䉁䈚䈢䇯
ฦ⒳⮎ಣℂ䈮䈍䈔䉎ๆ┃䈱㕙Ⓧ (n=5)
Group
Mean 㫧 S. D. (㱘m2)
100㱘m

100㱘m

100㱘m

䂓 ࿑䋱 䉮䊮䊃䊨䊷䊦
⍎䈭ๆ┃䈱ᒻᚑ䈏ήಣ
ℂ䈱⽎᧼䈱䈮䉌䉏䉁䈚
䈢䇯

䂓 ታ㛎䋲

100㱘m

䂓 ࿑䋲 䌅䌄䌔䌁
ๆ┃䈲ᐢ䈇▸࿐䈮ᒻᚑ䈘
䉏䉁䈚䈢䈏㕖Ᏹ䈮ᵻ䈇䉅䈱䈪
䈚䈢䇯

100㱘m

100㱘m

䂓 ࿑䋳 䌎a䌆
ๆ┃䈱ᒻᚑ䈱ᒻᚑ䈲㕖Ᏹ
䈮ዋᢙ䈪䈚䈢䇯

100㱘m

100㱘m

100㱘m

䂓 ࿑䋴 䌐䌄䋲䋰䌭
ๆ┃䈱ᒻᚑ䈱ᒻᚑ䈲㕖Ᏹ
䈮ዋᢙ䈪䈚䈢䇯

100㱘m

䂓 ࿑䋵 䌐䌄䋱㪛㪸㫐
ๆ┃䈱ᒻᚑ䈱ᒻᚑ䈲㕖Ᏹ
䈮ዋᢙ䈪䈚䈢䇯

Control
EDTA
NaF
PD 20min
PD 1Day

50272.86
227711.38
3854.10
2715.28
2391.26

㫧
㫧
㫧
㫧
㫧

34405.63
73272.52
2102.10
1799.73
2325.15

a
b
c
c
c

Different letters indicate statistically significant difference.
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ታ㓙䈱ᱤᩮ䈻䈱ㆡᔕ䉕ᗐቯ䈚䇮‐ᱤ䈱ᱤᩮ䈎䉌䈚䈢⽎⾰᧼䈫䉶䊜䊮䊃⾰᧼䉕䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䈱㪈㫄㪤䊌䊚䊄䊨䊮㉄ੑ䊅䊃䊥䉡䊛䈮䈠䉏䈡䉏㪉㪇ಽ㑆䈫㪉㪋ᤨ㑆
ᶐẃ䈚䉁䈚䈢䇯䉮䊮䊃䊨䊷䊦⟲䈲ᶐẃಣℂ䈚䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯䈖䉏䉌䈱⹜ᢱ䈲㪐㪍ⓣ䊙䊦䉼䉡䉢䊦䊒䊧䊷䊃ౝ䈮㕒⟎䈘䉏䇮䈖䈱䈪ᦨ㐳㪈㪋ᣣ㑆䇮⎕㛽⚦⢩䉕ၭ㙃䈚䉁䈚䈢䇯ၭ
㙃䋷ᣣᓟ䈫㪈㪋ᣣᓟ䈮⹜ᢱ䈮ᒻᚑ䈘䉏䈢ๆ┃䉕శቇ㗼ᓸ㏜䈫ᩏဳ㔚ሶ㗼ᓸ㏜䈪ⷰኤ䈚䉁䈚䈢䇯৻ㇱ䈱⹜ᢱ䈮䈲㪫㪩㪘㪧ᨴ⦡䋨ᱤ䉇㛽䉕ๆ䈜䉎⚦⢩䉕ᨴ䉄䈜ᨴ⦡
ᴺ䋩䉕ᣉ䈚䉁䈚䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮䉮䊮䊃䊨䊷䊦⟲䈪䈲⽎⾰䈮セ䈼䉶䊜䊮䊃⾰䈪㪫㪩㪘㪧㓁ᕈ⚦⢩䉅ๆ┃䈱ᒻᚑ䉅ዋ䈭䈒䇮䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃⟲䈪䈲⽎⾰䇮䉶䊜䊮䊃⾰䈫䉅䈮
㪫㪩㪘㪧㓁ᕈ⚦⢩䉅ๆ┃䈱ᒻᚑ䉅䈾䈫䉖䈬䉂䉌䉏䈝䇮․䈮䉶䊜䊮䊃⾰䈪䈲⊝ή䈪䈚䈢䇯

䋵0㱘m

100㱘m

䂓 ࿑䋱
ᄙᢙ䈱䌔䌒䌁䌐㓁ᕈ⚦⢩䈏ή
ಣℂ䈱⽎᧼䈱䈮䉌䉏
䉁䈚䈢䇯

䂓 ࿑䋲
㔚ሶ㗼ᓸ㏜䈪䈲⍎䈭ๆ
┃䈏ήಣℂ䈱⽎᧼䈱䈮
䉌䉏䉁䈚䈢䇯

100㱘m

䂓 ࿑䋳
ዋᢙ䈱䌔䌒䌁䌐㓁ᕈ⚦⢩䈏ή
ಣℂ䈱䉶䊜䊮䊃⾰᧼䈱䈮
䉌䉏䉁䈚䈢䇯

䋵0㱘m

䂓 ࿑䋴
ๆ┃䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈏ήಣℂ
䈱䉶䊜䊮䊃⾰᧼䈱䈮䉌䉏
䉁䈚䈢䇯䈚䈎䈚Ⴚ⇇䈲ਇ⍎
䈪䇮㕖Ᏹ䈮ᵻ䈇䉅䈱䈪䈚䈢䇯

100㱘m

䂓 ࿑䋵
䈗䈒䉒䈝䈎䈱䌔䌒䌁䌐㓁ᕈ⚦⢩
䈏䌐䌄䈪20ಽಣℂ䈚䈢⽎᧼
䈱䈮䉌䉏䉁䈚䈢䇯

100㱘m

䂓 ࿑䋶
䈗䈒䉒䈝䈎䈱䌔䌒䌁䌐㓁ᕈ⚦⢩
䈏䌐䌄䈪24ᤨ㑆ಣℂ䈚䈢⽎
᧼䈱䈮䉌䉏䉁䈚䈢䇯

䂓 ᓟ䈱ዷᦸ
⽎᧼䉕↪䈇䈢⎇ⓥ䈪䈲PD䈮䈍䈇䈩䉅NaF䈫ห᭽䈱⎬⚵❱ๆᛥലᨐ䉕䈜䉎䈖䈫䈏␜ໂ䈘䉏䈢䇯䉁䈢⽎⾰䇮䉶䊜䊮䊃⾰䈬䈤䉌䈮䈍䈇䈩䉅ലᨐ
䉕␜䈚䉁䈚䈢䇯
ᓟ䈲േ‛ታ㛎䉕ⴕ䈇ౣᬀᱤ䈻ታ㓙䈮䊎䉴䊖䉴䊖䊈䊷䊃䉕↪䈚䈩䈠䈱ലᨐ䉕ᬌ⸽䈜䉎੍ቯ䈪䈜䇯
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ᱤ⑼ౣ↢ක≮䉕ᡰ䈋䉎᧚ᢱቇ⊛ක≮ᛛⴚ䈱㐿⊒⎇ⓥ䇭䇭
䇭䇭䇭䇭䇭ᱤ⑼ℂᎿቇ⻠ᐳ䇭ᐔ䇭㓷ਯ䇮⨹ᧁศ㚍
䇼⋡⊛䇽ᱤ⑼ౣ↢ක≮䉕ᡰ䈋䉎᧚ᢱቇ⊛ᛛⴚ䈱㐿⊒䉕ᄙ㕙⊛䈮ⴕ䈉䇯ౕ⊛䈮䈲䇮㽲⎬⚵❱ౣ
↢䉕⺃ዉ䈜䉎䉝䊌䉺䉟䊃♽䉮䊮䊘䉳䉾䊃᧚ᢱ䈱㐿⊒䇮㽳ᚑ㐳࿃ሶᓢᕈ⿷႐䉷䊤䉼䊮᧚ᢱ䈱㐿
⊒䇮㽴ᐙ⚦⢩䉕㛽㜑䉇ⴊᶧ䈎䉌࿁䊶ಽ㔌䈜䉎⏛ᕈ䊙䉟䉪䊨䊎䊷䉵䈱㐿⊒䇮㽵ੱญ䊥䊘䉹䊷䊛
䉕↪䈇䈢⮎⒖ㅍ䋨DDS䋩䉲䉴䊁䊛䈱㐿⊒䇮㽶ಽሶᮡ⊛ᴦ≮䉕⋡ᜰ䈚䈢䊁䊮䊒䊧䊷䊃䋨วᚑⰮ⊕
⾰䋩᧚ᢱ䈱㐿⊒╬䉕⋡ᜰ䈜䇯ೋᐕᐲ䈲㽲䈱⎇ⓥ䈱৻ㇱ䈫䈚䈩䇮ਛታ䈱䉮䊤䊷䉭䊮䊶䉝䊌䉺䉟䊃ⶄ
ว䉕⺞䈚䇮SEM/EPMA䇮FTIR䈫XRD䈮䉋䉎᧚ᢱቇ⊛⹏ଔ䉕ⴕ䈇䇮䉁䈢䇮㗪㛽㛽⤑ਅ䈮
ၒ䈚䈩↢ๆᕈ䈫㛽વዉ⢻䉕⹏ଔ䈚䈢䇯
䇼ᣇᴺ䇽㽲䈱⎇ⓥ䈫䈚䈩䇮䉺䉟䊒䋱䉮䊤䊷䉭䊮ṁᶧ䉕ಓ⚿ੇ῎ᓟ䇮2%䉫䊦䉺䊦䉝䊦䊂䊍䊄ṁᶧ䈪ൻ
ቇ᨞ᯅ䈘䈞䉴䊘䊮䉳䈫䈚䈢䇯Ⴎൻ䉦䊦䉲䉡䊛ṁᶧ䈫䊥䊮㉄ੑ᳓⚛䊅䊃䊥䉡䊛ṁᶧ䈮37㷄䈪䋱ᤨ
㑆䈝䈧⸘5࿁ᶐẃ䈚䇮56㷄䇮48ᤨ㑆䈱ᦨ⚳ੇ῎䉕ⴕ䈦䈢䇯ᰴ䈮䇮5䊃䊮䈱䊆䊠䊷䊃䊮䊒䊧䉴䈮
䉋䈦䈩⋥ᓘ10 mmෘ䈘0.5 mm䈱ᚑᒻⶄว䈫䈚䈢䇯ኻᾖ䈫䈚䈩䇮ᶐẃ䉕ⴕ䉒䈭䈇䉮䊤䊷䉭
䊮䈱䊒䊧䉴ᚑᒻ䉅⺞䈚䈢䇯
䷲ⶄ
䷲
丨ว
丨
丶
丶
䷱
䷱
丱
丱
丵
世
䷡
丫
丐
䷸
䷾

䷣
万
4ᚽ㦂䈱㗪㛽㛽⤑ਅ䈮ၒ䈚䇮
2,4,8,12ㅳᓟ䈮࿐⚵❱䈫䈫䉅䈮ข䉍䈚䈢䇯

䉮䊤䊷䉭䊮䊶䉝䊌䉺䉟䊃ⶄว䈱SEM

䉮䊤䊷䉭䊮䊒䊧䉴䈱SEM

ⶄว䈲⎕㛽⚦⢩䈮
䉮䊤䊷䉭䊮䊒䊧䉴䈲䊙䉪䊨
ⶄวਛ䈱䉝䊌䉺䉟䊃䈲㛽㘃ૃ䈪 䉋䈦䈩⽽㘩䈘䉏䈩䈇䈢䇯 䊐䉜䊷䉳䈮䉋䈦䈩⽽㘩䈘䉏䈩䈇䈢䇯
䋨ਇቢో䈭ๆ䈎䉌⇣‛ᔕ䈻䋩
䈅䈦䈢䇯
䋨㛽વዉ⢻䈻䋩
TF-XRD

FTIR

䇼ㅴ⁁ᴫ䇽㽲䈱⎇ⓥ䈮䈍䈇䈩䇮᧚ᢱቇ⊛䈮䇮ⶄวਛ䈱䉝䊌䉺䉟䊃䈲㛽㘃ૃ䈱ᕈ⾰䉕䈜䉎
䈖䈫䉕⏕䈚䈢䇯⚵❱ቇ⊛䈮䇮䉮䊤䊷䉭䊮䊶䉝䊌䉺䉟䊃ⶄว䈲ఝ䉏䈢㛽વዉ⢻䉕䈚䇮㛽ౣᑪ䈮
↪䈭䈖䈫䈏␜ໂ䈘䉏䈢䇯⁁䈪䈲ᓧ䉌䉏䈢⍮䈲ၮ␆⎇ⓥᱛ䉁䉍䈪䈅䉎䈢䉄䇮േ‛ታ㛎䈪ੱ
Ꮏ⊛䈮ᚑ䈚䈢㗶ญ⬄ⵚ䈱ᰳ៊ㇱ䈮䉮䊤䊷䉭䊮䊶䉝䊌䉺䉟䊃ⶄว䉕ၒ䈚䇮ᴦ≮ലᨐ䉕⺞䈼
⥃ᐥᔕ↪ᕈ䈮ᬌ⸛䉕ട䈋䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈫⠨䈋䉌䉏䈢䇯
䇼䉯䊷䊦䇽㽲䈱⎇ⓥ䈲ᰴᐕᐲએ㒠䉅ᚑ㐳࿃ሶ䈫䈱૬↪ലᨐ䈮䈧䈇䈩⎇ⓥ䈚䇮䈠䈱↪ᕈ䈱Ⴧ
ㅴ䉕࿑䉎䇯䉁䈢䇮㽳䌾㽶䈱⎇ⓥ䉕ᐔⴕ䈚䈩ⴕ䈇᧚ᢱቇ⊛㕙䈎䉌ᱤ⑼ౣ↢ක≮䈱᥉䉕⸘䉎䇯
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ヒト培養歯髄細胞の結節形成現象とアポトーシス
歯科保存学第二講座 八重柏 隆，藤原英明，國松和司
【目的】 歯髄のアポトーシス（apoptosis）は創傷治癒ならびに組織再生に深く関与していること
が知られており，組織幹細胞などを含む未分化間葉細胞から象牙芽細胞への分化制御とア
ポトーシスが密接に関連していると考えられる。我々はこれまでに培養歯髄細胞が細胞密度
の高い結節を形成してから石灰化すること，同石灰化部位およびその周辺部にアポトーシス
に関連するTNF-α receptor，Fas, Fas-ligand等が発現し，アポトーシス検出キットで陽性所見
を示すことを明らかにしてきた。今回は歯髄細胞の結節形成現象とアポトーシス発現との関連
性を検討した。
【研究の進捗状況】
[材料および方法] 歯周炎患者の歯周治療の一環として便宜的に抜髄した歯髄組織から
outgrowthした線維芽細胞様細胞を検索対象とした。培地としてD-MEM培地を用い，５～９代
まで継代した細胞を８週まで培養した。対照群はD-MEMのみで培養し，実験群はアポトーシ
スに至る経路の最終段階で活性化するCaspase 3 阻害剤を添加した同培地で培養した。培養
開始時より位相差顕微鏡による結節の形成過程を鏡検し，記録した。4週の段階でCaspase 3
活性をFITCでラベルし，レーザー顕微鏡で観察した。結節数の変化については平均値の差の
検定を用いて統計処理した。
[結果] 歯髄細胞は，対照群およびCaspase -3阻害剤を添加した実験群の両群とも４週目で培
養細胞が基質成分を取り囲む明瞭な結節形成現象が確認された(図１）。対照群，実験群とも
に経時的に結節を形成し，結節数は有意に増加した( p<0.01，図２)。培養開始後３週以降の
時点で，実験群の結節形成数は対照群よりも有意に少なかった( p<0.05, 図２)。Caspase -3陽
性像は，培養開始4週目の対照群において，結節形成の中央部で明らかに認められた。一方，
4週目の実験群では対照群と比較して陽性部位は少なく，各陽性領域の面積も小さかった。さ
らにCaspase活性の程度は実験群で減少していた（図１）。
結節数
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週

実験群

培養4週後の位相差像と Caspase-3活性FITC像（×400）

図２ 対照群とCaspase-3阻害剤添加（実験）群の結節形成数の経時的変化

【考察】 これまで培養歯髄細胞のアポトーシスは，石灰化に伴って生じると考えていたが，今
回，Caspase-3阻害剤を用いてアポトーシス発現を抑制したところ，石灰化に至る前の結節形
成数そのものが有意に抑制され，結節形成部でCaspase-3活性陽性所見が認められた。この
ことから培養歯髄細胞の石灰化に伴ってアポトーシスが生じるのではなく，石灰化にいたる前
の結節形成段階の時点から既にアポトーシスが生じていることが示唆された。
【最終到達目標】 歯周組織再生に関与する線維芽細胞分化制御因子の解析を最終到達目
標として，ヒト培養歯髄細胞やヒト培養歯根膜細胞の性状や特徴を多面的に解析する。
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