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　最初に、本研究を開始した経緯について述べる
ことにする。本学では材料科学という基礎系の専
門科目があるが、これまでは、最初の基礎的な範
囲を化学の鈴木常夫先生が担当していた。ある日、
歯科理工学の小倉先生から、材料科学を担当して
欲しいという話が教授を通してあったが、この分
野はあまり詳しくないのもあり、最初はあまり気
が進まなかったが、引き受けることにした。しか
し、実際に講義を行ってみると、なかなか面白く
なってきて、レジン（ポリマー）の分野に興味が
湧いてきた。
　ある日、何気なく、化学関係の本をパラパラと
みていると、Sugar Catalystという物質の記事を見
つけた。これは、東工大の原亨和先生のグループ
が報告したポリマーであり、グルコースを焼いて
作った炭化物をスルホン化して作成するものであ
る1 ）。初めて記事を見た時、これは大量に存在す
るものから簡単に合成することが可能で、活性も
非常に高いので、これはすごい研究だと思った。
 スルホン化ポリマーの研究は、世界中で非常に
沢山なされているが、原料に別なものを使用して、
さらに構造の調整もできれば、活性の調節なども

可能となり、良い研究になると思った。
　このようにしてポリマーの研究が始まったので
あるが、本稿では、簡便に作成することが可能な
幾つかの強酸性レジンの合成と反応について概説
する。

１ ．スルホン化S-COPNAレジンの合成と反応２）

　まず、原先生たちのSugar Catalystを参考にす
るため、一度、このレジンを作成してみることに
した。グルコースを高温炉に入れて加熱したとこ
ろ、モクモクと真っ黒い「すす」を含んだガスが
噴き出して、高温炉がみるみる真っ黒になってし
まった。ドアを開けてみると、底の方に炭化物が
残っており、加熱中に大量のガスが放出された
らしい。得られた炭化物をスルホン化してSugar 
Catalystを作成し、活性を調べてみたところ、予
想通り、非常に高活性であることが分かった。
　さて、今回、自分の研究で、どのような反応を
用いるかという問題があるが、これをしばらくの
間、ずっと考えていた。ある日、書店で高分子関
係の棚の本を見ていると、大谷先生らによって
作成されたCOPNAレジンというレジンが目にと
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Synthesis and evaluation of sulfonated condensed polynuclear aromatic resins
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Abstract:Sulfonated condensed polynuclear aromatic (S-COPNA) resins were synthesized by the reactions 

of p-xylylene glycol and terephthalaldehyde with pyrene catalyzed by p-toluenesulfonic acid, respectively. 

Sulfonated polypyrene, sulfonated polyanthracene, and sulfonated polynaphthalene were prepared. Esterification 

of carboxylic acids and hydrolysis of esters were investigated. Hydrolysis of alkynes were examined.
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まった3 ）。これは、p-キシリレングリコールとピ
レンなどの縮合芳香環化合物を酸触媒で重合して
作るものである。記事が出ている本は、非常に高
価で、記事も 1 ページしかないので、内容を必死
で覚えて、なんとか忘れないように家まで帰った。
結局、完全に覚えるまで書店に 3 回ほど通った。
　大学で、さっそくレジンの合成に取りかかった。
フラスコに、ｐ－キシリレングリコールとピレン、
フェナントレン、ナフタレンなどの縮合芳香族環
化合物を入れ、酸触媒としてｐ－トルエンスルホ
ン酸を加え無溶媒で加熱した。さらに、硬化させ
るために高温で加熱を行い炭化させた。このよう
にして得られたレジンをスルホン化し、目的とす
るＣＯＰＮＡレジンを合成した（ Scheme 1 ）。

　合成したスルホン化ＣＯＰＮＡレジンを使用し
て、カルボン酸のエステル化反応とエステル類の
加水分解反応を検討したところ、いずれも非常に
活性が高いことが分かった。

２ ．�架橋剤にテレフタルアルデヒドを用いたスル
ホン化S-COPNAレジンの合成と反応４）

　このようにして、ｐ－キシレングリコールを架
橋剤に用いて、スルホン化ＣＯＰＮＡレジンを合
成することが出来たので、次に、架橋剤に別な化
合物を使用して新たなスルホン化ＣＯＰＮＡレジ
ンを合成して反応を検討することを計画した。一
般に、レジンでは、架橋することで物理的、機械
的な強度が増大し、触媒として適切な性質になる。
そこで、今度は、架橋剤として、テレフタルアル
デヒドを使用し、それをスルホン化することで、
新しいレジンを合成することにした。
　前回と同様に、ピレンにテレフタルアルデヒド
を混ぜ、酸触媒としてｐ－トルエンスルホン酸を
加え加熱した。さらにそれを高温で強熱し炭化さ
せ、スルホン化することで、スルホン化ＣＯＰＮ
Ａレジンを合成した（ Scheme 2 ）。
　合成したスルホン化ＣＯＰＮＡレジンも同様に
高活性を示したが、モノマーにｐ－キシリレング
リコールを使用したスルホン化レジンの方が性質
がわずかに優れていることが分かった。

３ ．�スルホン化反応ポリピレン、スルホン化反応
ポリアントラセン、スルホン化反応ポリナフ
タレンの合成と反応５）

　また、スルホン化ポリマーを合成する方法とし
て、ベンゼン環をｐ位で連結させて、それをスル
ホン化して作成するスルホン化ポリフェニレンが
知られている。そこで、今回も、ナフタレン、ア
ントラセン、ピレンをまず重合させ、それをスル
ホン化してスルホン化レジンを合成してみること
にした。
　ナフタレン、アントラセン、ピレンをまず、ニ
トロベンゼン中で塩化鉄を酸化剤に用いて重合を
行い、それをスルホン化してスルホン化レジンを
合成した。作成したスルホン化レジンは熱水にも
ほとんど溶解せず、さらにカルボン酸のエステル
化反応とエステルの加水分解反応において高い活
性を示した。ピレンを用いたレジンが一番、活性
が高く、アントラセン、ナフタレンとなるにつれ
て活性が低くなった。しかし、ナフタレンの場合
でさえ、従来知られているスルホン化レジンに比
べて活性は高かった（ Scheme 3 ）。

　合成したレジンは有機溶媒や水にほとんど溶解
しないため、構造決定が難しいので、この時点で
論文誌に投稿してみたが、レジンの構造が決めら
れていないということで却下された。再度、構造
についてＮＭＲ等の機器分析を使用して詳細に研
究し、別な論文誌に投稿したところ、今回は無事
アクセプトされたので、ほっとした。これらのレ
ジンの構造はＮＭＲ等を用いて類推したが、とに
かく、溶解度が低いことと、これまで、ポリマー
の構造についてＮＭＲを用いて調べたことがな
かったこと、さらに、得られたスペクトルが非常

Scheme 1. Synthesis of COPNA resin

Scheme 2. Synthesis of COPNA resin

Scheme 3. Synthesis of Polypyrene
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に複雑であるため、構造決定は困難を極めた。
　大学時代の指導教官は、研究は50ｋｇの荷物を
背負って富士山を登るようなものだ、と良くおっ
しゃっていたが、私もまったく同感である。さら
に自分の感覚として、研究はお寺での修行や滝修
行にも似ていると思う。このように、研究は、苦
しい過程や同じ作業の繰り返しが非常に多いが、
新しい発想を思いついた瞬間や、苦労してまとめ
た論文を他の研究者が引用してくれた時にやりが
いを感じている。

４ ．�スルホン化ポリピレンを用いるエステル化反
応６）

　このようにして、スルホン化ポリピレン（Ｓ－
ＰＰＲ）を合成することができたが、このレジン
は疎水性が非常に大きいので、エステル化反応に
おいて、生成する水を除かなくても、エステル化
反応が進行すると考えた。
　エステル化反応は、有機合成反応において、非
常に重要な反応の一つであるが、これを 1 モルの
カルボン酸と 1 モルのアルコールを用いて反応を
行うことは難しい。この時、生成する水が逆反応
を進行させるため、生成した水を除くことが必要
である。これをスルホン化ポリピレンの疎水性を
利用して行うという訳である。
　早速、実験を行ったところ、スルホン化ポリピ
レンを触媒として用いると、様々なカルボン酸類
のエステル化反応において、生成する水を除く
ことなしに高収率で生成物を得ることができた 

（ Scheme 4 ）。また、スルホン化ポリピレンを用
いて、カルボン酸類のエステル交換反応も行うこ
とができた。

５ ．�スルホン化ＣＯＰＮＡレジンを用いるアルキ
ン類の加水分解反応７）

　このように、疎水性の大きなスルホン化レジン
は、反応を有利に進めることが分かったので、次
に、疎水性の大きなスルホン化レジンを用いて、
普通は進行しにくい反応の活性化を試みた。いく
つかの試行実験の後、選んだのは、アルキン類の
加水分解反応である。アルキン類の加水分解反応

はなかなか難しい反応で、水を付加させるには強
力な酸触媒や水銀塩が必要である。そこで、疎水
性の大きなスルホン化レジンを用いれば、有毒な
金属を使用することなく、後処理もろ過だけとい
う簡便な操作で合成が可能となる。
　早速、疎水性の高いスルホン化レジンをいろい
ろ用いて実験を行ったところ、Ｓ－ＣＯＰＮＡレ
ジンを用いた場合に、様々なアルキン類が水と反
応して、ケトン類が得られることが分かり、アル
キン類の加水分解反応もうまく進行することが分
かった（ Scheme 5 ）。

　このように、数種類のスルホン化レジンを合成
することができたが、いずれも、非常に簡単な操
作で、合成段階数も少なく、活性も非常に高いの
で、食堂で一緒にご飯を食べている他の先生達
から、「良さそうな触媒だから特許を取ってみた
ら？」と何度か勧められたのもあり、学会に出か
けた時に、数社の企業と試薬会社に相談してみた。
担当者が会社に持ち帰って検討して下さったが、
結局、特許は難しいということであった。その後、
これらの合成したスルホン化レジンは、あまり反
響もなく、論文の引用も多くないので、この時、
特許を取らなくて良かったと思った。
　この後、研究の中心は、シリカゲル、メソポー
ラスシリカ、活性炭を用いた有機合成へと移って
いくのであるが、これらのスルホン化レジンの合
成を行ったことで、ポリマーの扱い方や高分子関
係の勉強したことが、シリカゲルなどの研究で役
に立っていると思う。
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Scheme 5. Hydration of alkynes
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はじめに

　肺魚類の歯は、先端の鋭利な円錐歯ではなく、
蝶形状の歯板と呼ばれる特徴的な形状を示す。肺
魚歯板を構成している岩様象牙質 (petrodentine)は
石灰化度が高く哺乳類のエナメル質に匹敵する
硬度を有する。petrodentineは条鰭類や板鰓類の
歯を構成しているエナメロイドと酷似した組織

構造と石灰化度を持つ一方で、その発生様式が
大きく異なっており、周囲の骨様象牙質と同様
に象牙芽細胞(odontoblast)のみの関与で形成され
る。petrodentine形成機構の詳細を解明するため、
肺魚の象牙芽細胞について組織化学的な検索を続
けている。肺魚に特徴的な歯板の主要な構成成
分であるpetrodentine(岩様象牙質 )を形成する肺
魚象牙芽細胞が分泌と分解・脱却という二相性

肺魚の岩様象牙質（petrodentine）形成における象牙芽細胞 (petroblast) の
組織化学的特質と歯科医学貢献の可能性

Histochemical characterization of petroblasts in formation of petrodentine in lungfish 
and their potential contribution to dentistry

新潟生命歯学部　　　　岡　　　俊　哉

Shunya  OKA

Department of Biology, The Nippon Dental University, School of Life Dentistry at Niigata, 
1 - 8 Hamaura-cho, Chuo-ku, Niigata 951-8580, Japan

Abstract:It has long been known that the teeth of lungfish have a characteristic butterfly-shaped tooth plate, 

instead of a conical tooth with a sharp tip. The main component of the tooth plate, petrodentine, is well-

mineralized tissue and has a hardness comparable to that of mammalian enamel. Petrodentine has a similar 

structure and mineralization to enameloid teeth of actinopterygians and elasmobranchs, but its developmental 

pattern is different and, like the surrounding osteodentine, it is formed solely by odontoblasts. To examine the 

details of this mechanism, we performed a histochemical search for petrodentine-forming cells. A hypothesis that 

lungfish odontoblasts that form petrodentine (a major component of the characteristic tooth plate of lungfish) 

have two functional stages of matrix formation (secretion) and maturation (degradation/elimination) with cyclic 

changes has been developed based on accumulation of histochemical findings on lungfish odontoblasts. The 

details of these findings have been published in the Archives of Oral Biology (Oka, Sasagawa et al. 2017). 

The ultimate goal of this research is to contribute to development of biomaterials for hard tissue regeneration. 

However, in papers, academic conferences and presentations, there is often insufficient space or time to discuss 

the difficulties of the work, the ultimate goal, and the research methods because the approach mainly uses 

comparative morphology in a specialized field. In this paper, previous reports are summarized to show the 

significance of further future research in this area.

Key words:lungfish, petrodentine, odontoblast, glycogen, glucose transporter

（2021年 3 月 2 日　受理）
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の細胞機能を周期的な変化を伴って発揮すると
いう仮説に立脚し、肺魚象牙芽細胞に関する組
織化学的知見を積み重ねて詳細をArchives of Oral 
Biology誌 (Elsevier)に原著論文として発表した
(Oka, Sasagawa, and Ishiyama 2017)。本研究は歯科
医学への貢献を目指して解明を進めているもので
あり、最終的な目的は硬組織再生に関わる生体材
料開発に寄与することである。
一方、学会や論文などの研究発表の場においては、
専門領域の中で比較形態学的な議論や系統発生学
的なエナメル質の起源などが主となり本研究の困
難さや最終的に目指すゴールなどについて触れた
り、新規研究者の参入を促すことのできる機会は
乏しいと感じている。本稿は筆者の研究内容の詳
細や背景、意義について触れながら今後のさらな
る研究の発展に貢献可能な内容をまとめることを
意図して作成したものである。肺魚においては岩
様象牙質 (petrodentine)を形成する象牙芽細胞を特
にpetroblastと称する。通常の象牙芽細胞とは異
なる特徴を多数持つため、以後は肺魚の象牙芽細
胞を特に肺魚象牙芽細胞(petroblast)と表記して進
める。

・肺魚歯板研究史
　シーラカンスと同じ内鼻孔魚類に属する肺魚
は、成魚では酸素の取り込みの大半を肺に依存
するなど呼吸形態をはじめとする数々の特徴か
ら、系統進化過程においては魚類と両生類の間に
位置する動物として分子系統学的な視点からも
興味深い生物として認識されており、多方面で
研究されている (de Almeida-Val, Fé, and de Campos 
2015)。 肺魚類は蝶形状の歯板と呼ばれる特徴的
な歯の構造を持つことは古くから知られている
(Owen 1840)。現生肺魚類の歯は口蓋と下顎に存
在する歯板と鋤骨に植立する一対の少歯板からな
る (Peyer 1968)。
　歯板の発生開始は一般の歯の発生と同様に上皮
と間葉の相互作用により開始される。歯板は複数
の歯胚として発生がはじまり、成長の過程で多
数の歯が融合して 1 つの歯板が形成される (Lison 
1941)。 一度形成された歯板は交換すること無く、
一部の哺乳類の常生歯のように生涯にわたって
形成が続けられ機能すると考えられている (Kemp 
2002)。エナメル質は歯冠の最表層にあり、ヒト
においてはミネラル分が96％にも達する最も固い
高石灰化組織である。系統発生学的には両生類以
上の生物に存在しているが、総鰭類、肺魚類など
の一部の硬骨魚類の歯にも存在している (Michael, 

Kaye, and Pawlina 2003)。エナメル質は上皮由来
のエナメル芽細胞によって作られる上皮性組織で
ある。多くの魚類（サメ・エイ類、硬骨魚類の条
鰭類）の鱗と歯の表層にはエナメル質と外見およ
び機能が酷似した高石灰化組織が存在している。
これらは、エナメル質とは組織学的・発生学的性
質が異なるものであることからエナメロイドと呼
ばれている (Poole 1967)。エナメロイドは間葉由
来の象牙芽細胞と上皮由来のエナメル器の細胞の
両者によって形成される。エナメロイド形成は一
般に基質形成期、石灰化期、成熟期の三段階に区
分出来る (Sasagawa 1988)。また、エナメロイドの
形成過程には魚類の分類別に多様性が認められて
いる (Sasagawa 1998b)。また、数種の魚類におい
てはエナメロイド形成に関わる細胞が示す酸性
フォスファターゼおよびアルカリフォスファター
ゼ活性や各種ATP-ase活性、更にはそれらの酵素
の局在について報告されている (Sasagawa 1998a, 
2002a; Sasagawa and Ishiyama 2002, 2005b, 2005a)。
肺魚歯板はエナメロイドとは異なる独特の高石
灰化組織から形成される。歯板の主要な構成組
織の発生様式に注目し、エナメロイドとは異な
る組織として岩様象牙質（ petrodentine）という
名称が用いられた (Lison 1941)。petrodentineは歯
板の主要な構成組織である骨様象牙質の形成細
胞と同一の細胞から形成される (Denison 1974)。
petrodentineを形成する細胞は、歯乳頭から分化
した特殊な象牙芽細胞であり、petroblastと呼ば
れている (Smith 1985)。歯板の発生に関して透過
型電子顕微鏡やマイクロラジオグラフィーを用
いた詳細な報告がなされ、petrodentineは間葉由
来の象牙芽細胞であるpetroblastのみから形成さ
れ、上皮性芽細胞の関与を伴わない点でエナメ
ロイドと大きく異なっていることが示されてい
る (Ishiyama and Teraki 1990a)。petrodentineを形成 
する象牙芽細胞が基質の分泌および分解・脱却
の 2 段階の機能を持つであろうと考えられた
(Ishiyama and Teraki 1990a)。さらに、肺魚象牙芽
細胞（ petroblast）が形成するコラーゲン性の基
質は僅か数μm程度であることから、同一の肺魚
象牙芽細胞（ petroblast）が周期的な変化を繰り
返しながらpetrodentineが形成されると予想され
た (Ishiyama and Teraki 1990a)。しかしながら、こ
れらの仮説については知見が乏しいままであっ
た。
　肺魚では、咬合面を除いた歯板の最表層部分
に、petrodentineの石灰化度をさらに上回る高石
灰化層が存在する (Smith 1977)。発見当初は他の
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多くの魚類に見られるエナメロイドと同等と考
えられていた (Smith 1977; Kemp 1979)。組織学的
観察手法の進歩とともに本層がエナメル質であ
るとことを示す知見が積み重ねられた (Ishiyama 
and Teraki 1990b)。それらに加えて、歯板の歯胚
部位にはエナメル質の基質タンパクであるアメ
ロジェニンが検出されたことにより、この層が
エナメル質であることが決定的となった (Satchell, 
Shuler, and Diekwisch 2000; Barry and Kemp 2007; 
Ishiyama 1994)。現在、肺魚はシーラカンスとと
もに系統進化の過程で初めてエナメル質を獲得
した生物段階としても注目されている (Ishiyama 
1994)。筆者らは、肺魚歯板形成に役割を果た
す肺魚象牙芽細胞（ petroblast）は、分泌と分
解・脱却という二段階の形質を持つという仮説
を検証するため、歯板形成中の肺魚象牙芽細胞

（ petroblast）について組織化学的、免疫組織化
学的な検索を行った。 また、象牙芽細胞の分化
マーカーとしてNESTIN(ネスチン )が有用である
との報告 (Quispe-Salcedo et al. 2012)をもとに、歯
板の形成過程において仮定される肺魚象牙芽細胞

（ petroblast）の周期的な変化と連動した分化マー
カーの発現や変化を予想し、NESTIN免疫陽性反
応を検証した。

・歯の形成とグリコーゲンの関わり：
　グリコーゲンはα -D-グルコースの重合分子で
あり、動物体における貯蔵多糖として知られてい
る。グリコーゲンの大部分は肝臓や筋肉に蓄積さ
れ、その役割についてはエネルギー代謝や糖尿
病治療を含む血糖調節を中心に論じられてきた
(Fawcett 1998)。組織学分野では骨芽細胞の前駆
細胞にグリコーゲンが存在し、骨芽細胞へ分化す
るとグリコーゲンが消失することが観察されてお
り (Scott and Glimcher 1971)、グリコーゲンの消失
が骨基質の石灰化に関与するものであろうこと
は古くから考えられていた (Harris 2002)。歯の発
生過程において、歯胚上皮や間葉に存在するグ
リコーゲンについては報告があるものの (Nozue 
and Kirino 1973)、機能的意義は不明なままであっ
た。その後歯科医学分野において、グリコーゲン
の機能的意義に関しては長年に渡って注目されて
いなかった。近年になって、マウス胎生期の歯胚
において歯小嚢細胞が大量のグリコーゲンを含有
しており、歯の形態発生にグリコーゲンが関与す
る可能性が示唆された (Ohshima, Wartiovaara, and 
Thesleff 1999)。
　グルコースは、グリコーゲン合成だけではなく、

ほとんどの細胞の代謝に不可欠な基質である。グ
ルコースを細胞内に取り込むためには特別な膜輸
送タンパク質であるglucose transporterが機能して
い る (Gould and Holman 1993)。glucose transporter
はGLUTあるいはSLC 2 Aと略記される (Olson 
and Pessin 1996)。GLUTは2010年までに、その局
在や機能などから14種類が同定されファミリー
を形成し、 3 つのサブクラスに分類されている
(Thorens and Mueckler 2010)。クラス Iがその代表
格であり、GLUT－ 1 からGLUT－ 4 が含まれる。
特にGLUT－ 1 は胎児組織で広く発現しており、
成人では赤血球で高い発現がみられる。GLUT－
1 はすべての細胞で、呼吸を維持していくのに必
要な最低限のグルコース取り込みに深く関わって
いる (Olson and Pessin 1996)。
　上記を根拠としてグリコーゲンと歯の発生に関
わる研究においてもGLUT－ 1 が着目され、マウ
スの臼歯形成との関連が調べられた。その結果、
マウス臼歯の形成初期にはGLUT－ 1 によるグリ
コーゲンの貯蔵が必須であることが報告されてい
る (Ida-Yonemochi et al. 2012)。GLUTは系統発生
学的にも保存性が高い遺伝子であり、下等動物に
おいても重要な機能を果たしていることが示唆さ
れる (Mueckler et al. 1985)。我々は以前より肺魚象
牙芽細胞（petroblast）の細胞質内に多量のグリコー
ゲンが蓄積される現象を観察していた。グリコー
ゲンおよびグルコース輸送担体であるGLUTが哺
乳類の歯の発生と深い関わりを持つという報告
か ら (Ohshima, Wartiovaara, and Thesleff 1999; Ida-
Yonemochi et al. 2012)、肺魚においても重要な役
割を果たしていることが予測された。そこで歯板
の形成過程において仮定される肺魚象牙芽細胞

（ petroblast）の周期的な変化において、細胞質に
多量のグリコーゲンが蓄積される段階およびグル
コース輸送担体の局在やその変化に着目して詳細
を調べることでその詳細に迫ろうと試みた。

材料と方法

　原著論文 (Oka, Sasagawa, and Ishiyama 2017)で
は「現生肺魚、Lepidosiren paradoxa（全長15-29 
cm、体重20-35ｇ）を市場より入手し、合計10匹
を使用した」との英文が記載してある。実験材料
は専門の業者に依頼して入手したが、種類や入荷
時期も非常に限られており、ひとまとまりの研究
として十分な結果を得るまでには長い時間を要し
た。実際はLepidosiren paradoxa以外にも属の異
なる肺魚を 3 種類、Protopterus annectens, P. dolloi, 
P. aethiopicusなども用い、論文にならなかった実
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験も含めると30匹近くの個体の歯胚切片標本を
次々と作成して調べた末にようやくこの一篇にこ
ぎつけることができたという難航した研究であっ
た。Lepidosiren paradoxaは一属一種であり種間差
を検討する必要が無い点を重視し、Lepidosirenで
得られた結果を論文にまとめた。既報には含めな
かったがProtopterus属肺魚類でも同様の結果を得
ており、既報の結果 (Oka, Sasagawa, and Ishiyama 
2017)は肺魚類に普遍的なものであろうと考えて
いる。
　最初に筆者が直面した問題は硬組織脱灰標本切
片を免疫染色に供した場合、スライドガラスか
ら剥離しやすいという問題であった。筆者は魚
類の尾部下垂体研究で免疫染色を基本手技とし
て十分習熟しており (Oka, Chiba, and Honma 2000; 
Oka et al. 1993; Oka et al. 1990)、ポリプテルスや
チョウザメなど解剖が困難な特殊な魚類も手掛
けていたはず (Oka, Chiba, and Honma 1995; Oka et 
al. 1989)であったが、もともと剥離し易い硬組織
切片標本に抗原賦活処理の工程を加えて反応と洗
浄を繰り返す本研究では切片の剥離に悩まされ
た。軟組織の切片であれば古典的な卵白アルブミ
ンでも十分、剥離防止にはゼラチンスライドやポ
リエルリジン処理で完璧だったものが全く通用し
なかった。強力な貼付剤を使用するとバックグラ
ンドの非特異的反応が増加して免疫染色のコント
ラストの低下を招いたり、疎水性剥離防止コート
ではスライドグラスに載せた蒸留水が平面になら
ないためパラフィン切片が伸展し辛いなど基本手
技に難儀した。APSコート、MASコートなどの
切片剥離防止コートを施したスライドグラスを
次々試した後に、松波硝子のオリジナルである
PLATINUM PRO(プラチナプロ )コートスライド
グラス（松波硝子工業、PRO-12）にたどり着い
たことで安定した結果が出せるようになった。も
う一つの問題は肺魚歯胚の象牙芽細胞の各段階を
比較したいのにも関わらず、形成期の連続切片を
得る困難さであった。酵素組織化学、免疫組織化
学を施して比較検討するための岩様象牙質形成期
の連続切片が必須だというのに、肺魚歯板の形成
は個体の一生を通じて行われているはずが、17匹
用いたLepidosiren paradoxaのわずか 4 個体、しか
も一部にしか見られなかったため、膨大な労力と
期間を要したのであった。免疫染色の対比染色と
しては古典的な組織染色法であるエラスチカワン
ギーソン染色を用いた。病理診断で結合組織の中
の弾性繊維と膠原線維を染め分けるために使用さ
れる染色法を用いたことで、コラーゲン性の前駆

体層を明確に区別し、肺魚象牙芽細胞（ petroblast）
のステージを区別しながら隣接切片で免疫染色
を行うことが容易となって精緻な観察と考察が
可能となった。免疫染色には 8 種類の抗体（Ca 2 +-
ATPase、V-ATPase B 1 / 2  C 1 、リシルオキシダー
ゼ、NESTIN、GLUT－ 1 、GLUT－ 2 、GLUT－
3 、GLUT－ 4 ）を用い、既報では 4 種の陽性反
応を報告している。下等動物を材料として免疫染
色で特定のペプチドやタンパクの局在を調べる場
合には、使用した一次抗体がどれだけ正確に目的
物質を検出できているかという特異性の高さとそ
の検証方法が非常に重要である。通常、特異抗体
はヒトを主とする哺乳類のタンパクやペプチドの
配列を基にした抗原をマウス、ラット、ウサギ等
の実験動物を免疫して得られたものである。その
ような哺乳類の抗原タンパクに対する特異抗体を
用いて、系統的に距離のある魚類で免疫陽性反応
を検出する場合には種間のアミノ酸配列の相違は
必然であり、交差反応で検出していることになる。
得られた陽性反応がどれだけ特異的であるかの信
頼度が論文の品質に直結するのである。主な検証
方法としては実験に用いた魚類の組織ホモジネー
ト由来のタンパクを用いたウエスタンブロット解
析で抗原動物のコントロールタンパクと同様の分
子量の位置に陽性バンドとして検出することで示
したり (Sasagawa et al. 2018)、特異抗体と過剰な
特異抗原とをあらかじめ反応させて陽性反応が消
失することを確認する吸収試験、正常血清では反
応がみられないことを示すなどの方法を対照に用
いる。今回用いたCa 2 +-ATPase、V-ATPase B 1 / 2  
C 1 に関しては日本歯科大学名誉教授の笹川一郎
先生が詳細な検証とともに多数の既報に用いた抗
体ということで陽性を示す細胞および抗体の特性
は十分に検証済みであるものを分けて頂いて使用
することができた。実験開始当初から特異性には
十分な信頼性があり、原著論文投稿時の reviewer
のコメントも好意的であった。しかしながら、コ
ラーゲンの架橋構造形成に関与しているリシルオ
キシダーゼの免疫染色に関して、活性は形成期に
強く、成熟期では弱いと推察していたが、コント
ラストが低めで顕著な差が見られなかったことか
ら、論文掲載を見送ることにした。またGLUT－
1 に関しては最初に用いた一次抗体では検出でき
なかったものの、別の抗体では陽性反応が得られ
たためさらに慎重な検証が必要であった。GLUT
－ 1 一次抗体の特異性の検証には、既に筆者が
作成済みであった肺魚歯胚由来ｃDNAライブラ
リからGLUT－ 1 遺伝子を検索することで検証し
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た。哺乳類のGLUT－ 1 遺伝子配列を基にして
作成したプライマーを用いて、肺魚 (Lepidosiren 
paradoxa)の歯胚ｃDNAライブラリから約2000bp
の増幅産物が得られ、そのうちの600bpのシーク
エンスを解析してみたところ、すでにGeneBank
に登録済みのゼブラフィッシュGLUT－ 1 と70%
以上の相同性が認められた。もともと分子系統
学的に保存性が高いことが判明している既知の
GLUT－ 1 の遺伝子配列 (Mueckler et al. 1985)に、
肺魚も十分に相同性を有しているであろうことが
示唆されたデータを根拠として免疫染色で得られ
た陽性反応はGLUT－ 1 特異的なものであろうと
の確信を深めた。細胞内へのグリコーゲンの貯留
に関しては、これもまた古典的な組織中多糖類の
検出手法であるPAS（ Periodic Acid-Schiff）染色
が有効であった。さらには透過電子顕微鏡（TEM）
では過ヨウ素酸 -チオカルボヒドラジド -タンパ
ク銀反応 (PA-TCH-SP)によって細胞質には微細構
造レベルでグリコーゲンとみなされる中性多糖類
の蓄積を確認できたため、PAS染色の所見を確実
にできた。

結果と考察

　実験結果を肺魚象牙芽細胞（ petroblast）の各
段階の概略図とともに示した（図表 1 ）。
　ここでは 3 種類の酵素組織化学、 7 種類の抗体

（ Ca 2 +-ATPase、V-ATPase B 1 / 2  C 1 、NESTIN、
GLUT－ 1 、GLUT－ 2 、GLUT－ 3 、GLUT－
4 ）を用いた免疫染色で 4 種の陽性反応、および
PAS染色および電子顕微鏡を用いた細胞質へのグ
リコーゲンの貯留を報告している。

・酵素組織化学・免疫組織化学：
　原著論文 (Oka, Sasagawa, and Ishiyama 2017)で
は肺魚歯胚における肺魚象牙芽細胞（ petroblast）
の組織学的・組織化学的な検索により、酸性フォ
スファターゼ（ Non-specific ACP）、アルカリフォ
スファターゼ（ Non-specific ALP）の高い酵素活
性があり、特にpetrodentine形成における成熟期
の後期において強い傾向がみられた（図表 1 中
段）。魚類のエナメロイド形成において、Non-
specific ACP はティラピア (Sasagawa 1998a)、ポ
リプテルス (Sasagawa and Ishiyama 2005b)、ガー
(Sasagawa and Ishiyama 2005a)、などの硬骨魚類
では、石灰化期と成熟期の刷子縁のある内エナメ
ル上皮細胞（ inner dental epithelial; IDE細胞）の
遠心側細胞質に水解小体と考えられる陽性顆粒が
多数認められる。サメ、エイ類でも同様に石灰化

期と成熟期の IDE細胞中に認められるが、ネコザ
メでは石灰化期の外エナメル上皮細胞に強い活性
がある。これらは主にエナメロイド有機基質の
分解に関与していると考えられている (Sasagawa 
2002b)。魚類エナメロイド形成におけるNon-
specific ALPは、サメ・エイ類、硬骨魚類ともに
主に石灰化期と成熟期の IDE細胞の隣接面と近心
側の細胞膜に明瞭な活性が認められ、IDE細胞が
活発な物質輸送を行っていることを示唆している
(Sasagawa, Ishiyama, and Akai 2006)。
　Ca 2 +-ATPaseは板鰓類アカエイおよび硬骨魚類
のガー、ポリプテルスでは石灰化期と成熟期後
半に IDE細胞の細胞膜部分に強い活性が認めら
れる (Sasagawa 2002a; Sasagawa and Ishiyama 2002, 
2005b)。さらにガーの中間層細胞の細胞膜にも
明瞭な活性が見られる。これは哺乳類のエナメ
ル芽細胞同様にCa 2 +輸送が IDE細胞や中間層
細胞を通る経路で行われていることを示唆する
(Sasagawa and Ishiyama 2002)。
　V-ATPaseはコラーゲン基質の脱却に関与して
おり、酸性フォスファターゼとして検出されてき
たものと局在が重複するものもあると考えられて
いる。H+-ATPaseとして働き、破骨細胞で見られ
るものと同じく酸性領域を作り、基質分解に関与
している可能性が指摘されている。（図表 1 中段
参照）
　肺魚のpetrodentine形成において、成熟期の後
期ではNon-specific ACP、Non-specific ALPの強い
活性が認められ、Ca 2 +-ATPase、V-ATPaseの免疫
活性も他の段階の細胞より強かった。この結果は
いずれも肺魚象牙芽細胞（ petroblast）による基
質の分解および脱却が盛んに行われていることを
示唆しており、象牙芽細胞の一種であるpetroblast
は、エナメル上皮細胞と同様に分泌と分解・脱却
の二段階の機能を持つことを裏付ける結果と考え
られた。
　肺魚象牙芽細胞（ petroblast）における酒石酸
抵抗性酸性フォスファターゼ（ TRAP）の陽性反
応は、形成期、成熟期のいずれの細胞でも見られ
なかった。肺魚象牙芽細胞（ petroblast）、および
歯冠側の細胞に反応はみられなかったが、髄床底
にある単核の吸収性細胞でのみ陽性反応が検出さ
れた。成熟期に起こるコラーゲン基質の分解・脱
却は髄床底から吸収性の細胞が移動してきている
のではなく、肺魚象牙芽細胞（ petroblast）が自
ら行っていることを裏付けるものであり、分泌と
分解・脱却という二段階の形質を持つという仮説
の裏付けの一つとして、この陰性反応は筆者らに
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とっては好ましい結果であった。
　NESTIN（ネスチン）は、神経外胚葉の幹細胞
に特有の IV型中間径フィラメントに分類される
細胞骨格タンパクである (Omary, Coulombe, and 
McLean 2004)。このNESTINが免疫組織化学的に
象牙芽細胞のマーカーとなりうるとの報告がある
(Ishikawa et al. 2010)。NESTINは他の象牙芽細胞
マーカーと比較しても安定しており、歯乳頭の
段階から発生と分化にともなってNESTIN免疫陽
性反応が強まっていくため、安定した象牙芽細
胞のマーカーとなり得るとの報文がある (Quispe-
Salcedo et al. 2012)。一方で、petrodentineの形成は
肺魚象牙芽細胞（petroblast）のみの関与で求心的、
かつ間欠的に行われることがわかっている。肺魚
象牙芽細胞（ petroblast）が想定された細胞周期
の中で一体どのようなNESTIN陽性反応を示すの
か、また変化がみられるのかに注目した。肺魚象
牙芽細胞（ petroblast）が周辺組織から新たに分
化してくる兆候や細胞分裂を示す顕微鏡像は一切
観察されなかったこととあいまって陽性反応の検
出は細胞周期検証の手がかりになることを期待し
てNESTINの免疫染色を行ったのである。結果、
成熟期後期の肺魚象牙芽細胞（ petroblast）では
陽性反応が観察されたものの、形成期～成熟期前
期では明確な陽性反応を観察することができな
かった。（図表 1 , anti-NESTIN参照）今回の結果が、
petrodentine形成の一工程を終えた肺魚象牙芽細
胞（ petroblast）が、新たな形成サイクルに向かっ
て分化する様子を示しているのだとすると非常に
興味深い結果である。

・グリコーゲンの蓄積と歯の発生：
　前述のとおり、組織学分野では骨芽細胞の前駆
細胞にグリコーゲンが存在し、骨芽細胞へ分化す
るとグリコーゲンが消失することから (Scott and 
Glimcher 1971)、グリコーゲンの消失が骨基質の
石灰化に関与するものであろうことは古くから考
えられていた (Harris 2002)。近年になって、マウ
ス胎生期の歯胚において歯小嚢細胞が大量のグ
リコーゲンを含有しており、グリコーゲン含有
細胞の存在が歯の形態発生に関するシグナル活
性、骨形成、エナメル器での星状網形成や神経支
配にまで関与する可能性が示唆された (Ohshima, 
Wartiovaara, and Thesleff 1999)。さらにマウス臼歯
の形成初期においてglucose transporter 1 (GLUT-
1 )によるグリコーゲンの貯蔵が初期の歯の形態
形成およびその大きさの決定に必須であることが
報告されている (Ida-Yonemochi et al. 2012)。 マウ

スの下顎第一臼歯歯胚の発育過程において，エ
ピジェネティクス関連ヒストン脱アセチル化酵
素（HDACs）およびグルコーストランスポーター

（ GLUTs）の局在から、マウス歯胚発生過程に
おいて，グルコース代謝とエピジェネティクス
が関連している可能性が示唆された (Sasaki et al. 
2014)。下等動物において、歯の発生とグルコー
ス輸送やグリコーゲンの蓄積に関連した報告はほ
とんど見つからない。現生古代魚ラブカでは、エ
ナメロイド基質形成中の IDE細胞内に多量のPAS
陽性グリコーゲンが出現し、象牙前質が形成され
る頃になると細胞質中のグリコーゲンが急激に減
少するという記述がある (Goto 1977)。またエイの
IDE細胞に大量のグリコーゲンの蓄積があったと
の報告もある (Prostak and Skobe 1988)。いずれに
しても、本研究では光学顕微鏡のPAS染色及び電
子顕微鏡による観察 (PA-TCH-SP)で、肺魚の象牙
芽細胞（ petroblast）には高濃度のグリコーゲン
が貯留されることが確認された。
　PAS染色によるグリコーゲンの検出では、肺魚
象牙芽細胞（ petroblast）へのグリコーゲンの貯
留はpetrodentine前駆体形成に引き続いて起こる
成熟期後期の段階で顕著であった。
　GLUT－ 1 の免疫陽性反応は成熟期の後期およ
びそれ以前の成熟期の初期から中期に明確な免疫
反応として観察され、活発なグルコースの取り
込みが示唆された。肺魚象牙芽細胞（ petroblast）
は周期的に変化しながらその役割を全うしていく
と仮定して作成した細胞の周期（図表 1 ）に当
てはめると、細胞質へのグリコーゲンの貯留はそ
のcell cycle内の一工程を完了し、次のサイクル
への移行期ないしは工程の休止期に相当する段階
でなされるものであると考えられた。肺魚象牙芽
細胞（ petroblast）細胞質にグリコーゲンが貯留
される意義について現段階では明確な結論を持た
ないが、petrodentineの高石灰化組織獲得に必要
な細胞機能発現のためにglycogenグリコーゲンが
働いており、高石灰化組織の獲得には多量のエネ
ルギーが必要であるなど、petrodentine形成に関
連した重要な役割を果たすであろう事が推測され
る。

 

10

日本歯科大学紀要　　第50巻



11

岡 肺魚の岩様象牙質（petrodentine）形成における象牙芽細胞（petroblast）の組織化学的特質と歯科医学貢献の可能性



結　論

　単一の細胞がエナメル質に匹敵する硬度を持っ
た高石灰化組織を生成する肺魚岩様象牙質形成機
構の詳細が明らかになることによって脊椎動物の
硬組織進化に関して有用な知見を得られることを
確信して本研究に取り組んでいる。筆者は天然由
来の微生物や有用成分を歯科医学に役立てるため
の研究を自らの中心課題としており、納豆菌が齲
蝕治療に応用可能であったり (Oka 2018)、海藻に
含まれる硫酸化多糖類であるフコイダンがオーラ
ルヘルスケアに有用な特性を持つこと (Oka et al. 
2020)などを国際誌で発表し注目を集めている。
それらの研究テーマの中でもなお、象牙芽細胞の
みでエナメル質に匹敵する硬度をもつ肺魚歯板の
petrodentine (Currey and Abeysekera 2003)形成機構
の詳細解明は、エナメル質や象牙質の詳細な形成
機構のみならず、歯の再生にも貢献できる重要な
研究テーマと考えており、今後も詳細な研究を継
続する予定である。また、歯の発生過程における
グリコーゲンの果たす役割と併せて、ヒトを含む
高等動物における硬組織の石灰化機構や石灰化異
状疾患の解明、さらには再生医療に関わる生体材
料の開発にも貢献できる研究にまで発展する可能
性を含んでおり、単なる比較解剖や古生物学的視
点にとどまらずより多くの研究者が注目・参入す
る価値を有する研究であり、解明すべき課題であ
ることを強調し続けていきたいと考えている。
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はじめに

　海藻上に付着する珪藻類の研究は，日本各地
に生育する様々な海藻で行われてきた（Takano 
1961，1962，南雲・田中 1994，鈴木ら 1999，鈴
木・南雲 2003，2004，松岡ら 2012など）。これら

の調査から，海藻上の珪藻類は海域や基質によっ
て種組成が異なることが明らかとなった。本研究
はこれらの先行研究に続き，本邦沿岸の海藻上に
生育する珪藻相の把握，および出現分類群の形態
学および分類学的検討を目的として行われた。今
回，千葉県小湊産紅藻マギレソゾ Laurencia saitoi 

千葉県小湊産紅藻マギレソゾに着生する珪藻類

Epiphytic diatoms on the red alga Laurencia saitoi Perestenko 
from Kominato, Chiba Prefecture, Japan
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Abstract:Epiphytic diatom flora on the red alga Laurencia saitoi was examined in Kominato, Chiba Prefecture, 

Japan. 23 taxa in 16 genera were observed using light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM). 

Morphological and taxonomical surveys were performed on several significant taxa: Cocconeiopsis wrightii, 
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Perestenko に着生していた珪藻類について，いく
つかの新知見が得られたので報告する。

材料と方法

　本研究で用いた試料は，2019年6月19日に千葉
県鴨川市小湊・千葉大学海洋バイオシステム研究
センター前の磯（35°07ʼ N, 140°11ʼ E；以下，小
湊とする）で採集した紅藻マギレソゾ上から得た

（標本番号：MTUF-43151，採集：菅原一輝，東
京海洋大学ミュージアム機構マリンサイエンス
ミュージアムに保管）。
　得られた試料を南雲（1995）および長田・南
雲（2001）に準拠して処理し，顕微鏡観察用の試
料を作製した。観察は光学顕微鏡（LM）および
走査電子顕微鏡（SEM）を用いて行った。LMの
観察は70倍油浸レンズを使用し，デジタルカメ
ラ（Nikon D5100）により写真撮影を行った。写
真をもとに種を同定し，300殻以上計数して種組

成を算出した。本研究では，出現頻度が1％以上
の分類群を出現種とした。SEMでは，円形のカ
バーガラス上に滴下して加熱乾燥させた試料に
白金パラジウムをコーティングしたものを使用
し，JSM-6330F（JEOL）を用いて加速電圧5kVで
観察を行った。本研究で用いた術語はRound et 
al.（1990）および小林ら（2006）に従った。

結果と考察

　基質海藻のマギレソゾは，イギス目フジマツモ
科に属する紅藻である。藻体は暗赤紫色で，質は
柔らかい多肉質，付着器から多数叢生し，高さ
3.5 - 17 cmになる。本邦では北海道，本州，九州，
四国まで広く分布する（Masuda & Abe 1993，吉
田 1998）。
　観察の結果，16属23分類群の珪藻の出現が認め
られた（Table 1）。
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　これらのうち，新知見が得られた分類群につい
て，以下に報告する。

　Cocconeiopsis wrightii (O’Meara) Witkowski, 
Lange-Bertalot & Metzeltin, 2000, in Iconographia 
Diatomologica 7: 176, pl. 67, Fig. 24.
 ・・・・・（Figs 5-10）
　殻面は平たく，外形は楕円形，殻套（valve 
mantle） は 狭 い。 殻 長 は 14.5-21 µmで， 殻 幅
は 11.5-13.5 µm。 殻 長 /殻 幅 は 1.42で， こ れ は
Riaux-Gobin & Compère （2004） における値と一
致した。縦溝（raphe）は直線状。縦溝の末端は
殻外面では棍棒状で（Fig. 8），殻内面では蝸牛
舌（helictoglossa）で終わる（Fig. 10，矢印）。両
極の縦溝末端は殻端から離れる。中心域（central 
area）は広がり，Ｈ字状の領域を形成する。条線

（stria）は殻縁（valve margin）に沿って放射状に
配列し，密度は 8-10本 /10 µm。各条線は単列の
胞紋（areola）で構成されるが，殻縁付近のみ2列
になる（Fig. 8）。胞紋の形状は円形から楕円形で，
篩板（velum）によって閉塞される（Fig. 9）。
　本種はもともとCocconeis wrightii OʼMearaとし
て記載されたが，現在はWitkowski et al.（2000）
によってCocconeiopsis に組合せられている。
　本邦では伊豆諸島（Takano 1961, as Mastogloia 
wrightii （OʼMeara） Cleve）および新潟県佐渡島（南
雲ら 2000, as Navicula schonkenii Hustedt）から報
告がある。

　Cocconeis californica Grunow, 1880, in Van 
Heurck, Synopsis des Diatomées de Belgique Atlas. 
pl. XXX, Figs 8, 9.
� ・・・・・（Figs 11-14）
　被殻（frustule）は縦溝殻（raphid valve）と無
縦溝殻（araphid valve）からなり，殻面の外形は
楕円形。殻長 10-26.5 µm，殻幅 6-18.5 µm。縦溝
は直線状で中心域は狭い。条線は両殻ともに殻縁

に沿ってやや放射状に配列し，密度は縦溝殻で 
19-20本 /10 µm，無縦溝殻で 18-22本 /10 µm。各条
線は両殻とも単列の胞紋列からなり，各胞紋は
縦溝殻では孔状，無縦溝殻ではスリット状にな
る。無縦溝殻で無紋域（hyaline area）をもつ（Fig. 
14，＊印）。
　国内において，本種は主に北海道で報告されて
きた（南雲・田中 1994，鈴木・小林 2002）。沖
縄県での出現報告もあるが，図や記載文はない

（Taise・須田 2015）。国外においては，寒帯～亜
寒帯域で多く報告されているため（Riaux-Gobin 
& Compère 1996など），本種は寒帯性種であると
考えられてきたが（鈴木・小林 2002），本邦温帯
域からの出現が確認された。

　Cocconeis sp.　　
� ・・・・・（Figs 23, 24）
　被殻は縦溝殻と無縦溝殻からなる。殻面の外形
は楕円形で，殻端は丸い。殻長 11.3-37.5 µm，殻
幅 6.8-26.3 µm。縦溝はわずかにＳ字状になる。条
線は両殻ともに殻縁に沿って放射状に配列し，密
度は縦溝殻で 23-27本 /10 µm，無縦溝殻で 21-26
本 /10 µm。無縦溝殻ではやや広い軸域をもつ。
　本種の縦溝殻は C. suzukii Riaux-Gobin et al.（in 
Riaux-Gobin et al. 2014）に形態が似るが，後者
は縦溝がより強いＳ字状になる（Fig. 21）。一方，
無縦溝殻の形態は C. shikinensis Hidek. Suzuki（in 
Suzuki et al. 2001）に似るが，これは軸域が直線
状で狭い点で本種と異なるため，本研究では未同
定種とした。

　Druehlago cuneata Lobban & M. P. Ashworth, 
2016, in Ashworth et al., Protist 168: 56-59, Figs 6-8.
� ・・・・・（Figs 26-29）
　殻面の外形は中央が膨らんだ線形。帯面は楔形
で，中央でわずかにくびれる。殻長 18-42.5 µm，
殻幅 3.0 µm。条線は単列の胞紋列からなり，条
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線密度は 32本 /10 µm。帯片は多数。
　 本 種 はLobban & Ashworth（in Ashworth et al. 
2016）により新属新種として記載された新しい
分類群で，本研究はこれに次ぐ2番目の報告で

ある。当該論文では，形態学的特徴から本属を
Craspedostauros E. J. Coxに近縁としているが，詳
細な系統位置は明らかになっていない。
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Falcula sp. 
 ・・・・・（Figs 30, 31）
　殻面の外形は弓形で，殻端は広円形。帯面は長
方形。殻長 10-26 µm，殻幅 2.3-3.3 µm。縦溝はな
く，条線はLMでは観察されなかった。
　FalculaはVoigt（1960）によって設立された属
で，現在4種が知られている（Voigt 1960, 1961）。
本研究では，Voigt（1960）が記載した定義から
本種をFalculaと同定したが，殻長が小さく，帯
面が長方形である点から，既知種とは形態学的に
異なる。新種の可能性も含め，現在筆者らは詳細
な分類学的研究を継続中である。

　Nagumoea africana Kociolek, Witkowski & C. 
Archibald, 2011, in Witkowski et al., Phycologia 50: 
173-175, Figs 67-94, 98.
� ・・・・・（Figs 37-49）
　殻面の外形は狭楕円形。帯面は長方形。殻長 
6-17.5 µm，殻幅 1.5-2 µm。縦溝は直線状で殻の
中心線上に位置する（Fig. 47）。条線は単列で1-2
個の胞紋からなる（Fig. 47）。条線密度は 35-44本
/10 µmだが，LMで条線の観察はできなかった。
殻内面では小骨（fibula）がはしご状に並ぶ（Figs 
48, 49，＊印）。小骨点は 6-8個 /10 µm。小骨の付

け根に隆起構造は見られない。本種は本研究にお
いて最優占種（出現頻度15.3%）であった（Table 
1）。
　 本 属 はDenticula F. T. Kützingに 形 態 が 似 る
が，縦溝が中心線上に位置し，竜骨（keel）を
欠く点で異なるため，Witokowski & Kociolek（in 
Witkowski et al. 2011）によって新設された分類群
である。タイプ種であるN. neriticaはもともと，
Holmes & Croll（1982）によって潜水性海鳥の羽
毛から発見されたDenticula neritica R. W. Holmes 
& Crollとして知られていた。しかし，Holmes & 
Croll（1982）は当時ホロタイプを指定しなかっ
たため，無効名となっていた。これを踏まえ，
Witkowski et al. （2011） は，Holmes & Croll（1982）
の試料をタイプとして指定し，N. neriticaとして
新属新種記載し，同時にN. africanaを新種記載し
た。
　本種はN. neriticaに形態が似ており，特にLM
での区別は極めて困難である。SEM下において，
本種は1-2個の胞紋列をもつが，N. neriticaは3-4
個である点，本種は小骨の付け根の隆起構造が見
られないが，N. neriticaでは隆起構造が見られる
点により区別される。本研究により，これまで本
邦で報告されてきたNagumoeaを詳細に再検討す
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る必要が生じた。例えば，福田ら（2011）は神奈
川県天神島からN. neritica（as D. neritica）の出現
を報告しているが，図と記載文を精査した結果，
これはN. africanaと再同定されるべきである。

　本研究において，16属23分類群の出現が確認さ
れ，その多くは温帯性種，または本邦汎布種で

あった。この珪藻相の特徴は，温帯性であるとい
う点で，小湊における海藻相（吉崎 1996）の特
徴とおおむね一致している。一方で，寒海性種の
C. californica が出現したことは，本種が温帯域で
も生育できる，あるいは小湊の珪藻相がわずかに
寒海の影響を受けていることを示唆している。本
研究では，形態学および分類学的に重要な種が見
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出された。特に，本邦産のN. africanaはSEM下
で初めてN. neriticaと区別された種であり，本属
におけるSEM観察の重要性が再確認された。本
邦に生育する海産付着珪藻は，淡水性種や浮遊性
種と比べ，未だその知見が乏しい。これらの形態，
生態および地理的分布を知る上で，フロラ調査は
非常に重要である。今後も本邦における海産付着
珪藻相の継続的な調査が必要である。
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Abstract:Cell culture is an essential research method not just for basic research in molecular biology, but also 

for a wide range of life science fields, including regenerative medicine and drug discovery. However, there is a 

risk that inexperienced researchers may mistakenly believe that cells will proliferate if all procedures are carried 

out according to the instructions in manuals or the age-old methods used in their laboratories. For this reason, 

in 2017 and 2018 the Research Center for Odontology conducted basic cell culture training in collaboration 

with the Department of Pharmacology, based on the “Fundamental principles of cell culture” proposed by the 

Japanese Tissue Culture Association, as a program to enhance research capabilities.
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 「研究力増進プログラム　－細胞培養基礎実習－」の報告

Research Enhancement Program　- Cell Culture Basics Training -
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実習の実際

1 ．参加者
　（2017年度　研究力増進プログラム（18））
事前実習に 6 部署から18名（教授 2 名、講師 1 名、
助教 1 名、書記 1 名、技術職員 1 名、大学院生12
名）、細胞培養基礎実習に18名（教授 2 名、講師
2 名、助教 2 名、書記 1 名、大学院生11名）参加
した（18名のうち14名は事前実習と細胞培養基礎
実習の両方に参加）。18名を 1 グループ 6 名とし
3 グループに分けた。
（2018年度　研究力増進プログラム（19））
参加人数を 6 名までとした。事前実習、細胞培養
基礎実習に 4 部署から 6 名（助教 1 名、大学院生
5 名、技術職員 1 名）参加した。募集人数を超過
したため 8 名が見学者として参加した。
2 ．実習
　2018年度の実習に用いたテキスト（抜粋）を掲
載する。図 1 ～図 3 に目次、日程表、タイムスケ
ジュールをそれぞれ示す。
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事前実習
１ ．ピペッター（ピペットコントローラー）の
　　使い方
　　Key points

　ピペッターは培地などを適量加えたり、除いた
りするために使用します。主流のピペッターは充
電式の電動型で、内部にはメンブレンフィルター
が備えられており、液体のピペッター内部への吸
い込みを防止する構造になっています。
今回使用するピペッターは、液体を上部のボタン
を押して吸い上げ、下部のボタンを押して排出す
るタイプです。速度を調節できる機種もあります。

－ベーシック テクニック－
　 1 　液体を吸引するとき
　　 1 ）�ピペッターを持つ手（利き手）の肘は固

定しておくと、ピペットの先端が安定す
るため、作業が効率的になります。

　　 2 ）�液体にピペットの先端を挿入し、吸引し
ながらピペットの先端を下げましょう。

　　 3 ）�その際、空気を吸わないように気を付け
ましょう。

　　 4 ）�目的量より少し多めに吸い上げ、ピペッ
トを垂直にし、排出しながら目的量に合
わせましょう。

　 2 　液体を排出するとき
　　 1 ）�ピペットと容器底面を適切な距離に保ち、

静かに排出しましょう。
　　 2 ）�遠心チューブにピペットを挿入し液体を

加える際、ピペットを排出速度に合わせ
て上げないと、液体がチューブから溢れ
ることがあります。液面にピペットの先
端をつけ、排出速度に合わせながらピ

ペットの先端を上げましょう。
　　 3 ）�培地交換では、培地が細胞面層に直接当

たらないようにディッシュやフラスコの
壁を使い培地を入れてください。細胞種
や状態によっては、培地を排出する勢い
だけで細胞が剥がれてしまうことがあり
ます。

－アドバンス テクニック－
　 1 　ピペッティング
　　 1 ）�ピペッティングは正確に細胞数を計測し、

均一に細胞を播種（ディッシュやフラス
コに播く）するために、細胞を培地と混
和しシングルセル（単一細胞）にする操
作です。

　　 2 ）�細胞浮遊液を適量吸い上げたピペットを
チューブに挿入し、培地を排出する速度
とピペット先端を上げる速度を合わせま
す。ピペット内の液を約 4 / 5 排出し、
チューブ内の液を同量程度吸い上げま
す。これを数回繰り返します。

　　 3 ）�大切なポイントは、液面の上下とピペッ
トの先端を同調させることです。泡が立
たないように気を付けてください。

　　 4 ）�慣れてきたら、チューブとピペットを少
し傾けて両肘を固定してピペッティング
すると操作が安定します。

　　 5 ）�ピペッティングの回数は、細胞種やその
時の状態で変化します。使用する細胞種
に合わせて、ある程度決めておくと再現
性が得られます。

　 2 　培地を排出するとき
　　 1 ）�粘稠性のある培地（血清入り）を排出す

る際、ピペットの先端に培地が残留する
ことがあります。

　　 2 ）�ピペットから培地を排出し、残りわずか
になったら、ピペットの先端を液面の
チューブ壁近くに移動させ、ゆっくり排
出します。

　　 3 ）�ピペットの種類にもよりますが、ピペッ
トの内壁に残留する培地の量を知ってお
くと、扱う細胞数が少ない実験では再現
性が得られます。

①�ポジショニング
と姿勢

②�液体を吸引する
とき

③�液体を排出する
とき

④�ピペッティング

⑤�培地を排出する
とき

：�肘を固定すると安定しま
す。

：�ピペットの先端を吸引速
度に合わせて下げましょ
う。

：�排出速度に合わせながら、
液面とピペットの先端の
距離を保ちましょう。

：�液面とピペットの先端を
同調させましょう。

：�残りわずかになったら、
ピペットの先端を液面の
チューブ壁近くに移動さ
せ、培地をゆっくり排出
します。
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２ .�マイクロピペットの使い方
　　Key points

�
　マイクロピペットは、少量（ 1 μLから1,000
μL（ 1 mL））の液体を対象としています。今回
の実習では、20μLから100μLまでの液量を分
取するマイクロピペットを使用します。主な各部
の名称を図 4 に示します。

－ベーシック テクニック－
　 1 　ポジショニングと姿勢（図 5 ）
　　 1 ）�自分の正面で作業をするとやりやすいで

す。
　　 2 ）�マイクロピペットを持つ手（利き手）の

肘は、机などに固定しておくとチップの
先端が安定するため、作業が効率的にな
ります。

　 2 　容量の設定
　　 1 ）�容量設定を減少させる場合
　　　　�希望する設定値を超えないように、ゆっ

くりとサムホイールを回して合わせま
す。

　　 2 ）�容量設定を増加させる場合
　　　　�希望する設定値からさらに 1 / 3 回転さ

せ、ゆっくりとサムホイールを戻して合
わせます。

　 3 　チップの装着
　　 1 ）�気密性と安定性を確保するために、少し

ひねるようにしてしっかり固定させてく
ださい。

　 4 　液体を吸引するとき（図 6 ）
　　 1 ）�液体がよく混和されていることを確認し

てください。

　　 2 ）�プッシュボタンを第一ストップまで押し、
マイクロピペットを垂直に持ち、チップ
を液体に浸し、プッシュボタンをゆっく
りと戻しましょう。

　　 3 ）�その際、空気を吸わないように気を付け
ましょう。（泡を立てないように）

　　 4 ）�設定した量を吸引するまで待ちましょう。
目視でも確認しましょう。

　 5 　液体を排出するとき（図 6 ）
　　 1 ）�容器壁面にチップをつけるか、もしくは

底面と適切な距離をとり静かに排出しま
しょう。

　　 2 ）�液体に加える際は、液面にチップの先端
をつけ、液面の上昇とチップの先端を同
調させましょう。

　　 3 ）�排出する際は、第二ストップまで押し込
み、そのままチップを液体から引き上げ
ます。

①�ポジショニング
と姿勢

②�液体を吸引する
とき

③�液体を排出する
とき

④�ピペッティング

：�自分の正面で作業し肘を
固定すると安定します。

：�プッシュボタンを第一ス
トップまで押し込み、液
面にチップの先端を挿入
します。吸引はプッシュ
ボタンをゆっくりと戻
し、液体を吸引します。

：�ゆっくりとプッシュボタ
ンを第二ストップまで押
し込み、液体を排出しま
す。液面のチューブ壁近
くにチップの先端を移動
させ、液体をゆっくりと
排出し数秒待ちます。

：�操作はゆっくりと行いま
しょう。（泡立ち、チッ
プ内フィルターの汚染等
防止のため）
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－アドバンス テクニック－
　 1 　ピペッティング
　　 1 ）�チップは汚染を防止するためにフィル

ター入りをお勧めします。
　　 2 ）�マイクロピペットのピペッティングは、

ゆっくりと行ってください。急な操作は、
泡立ち、チップ内フィルターの汚染の原
因となります。

　　 3 ）�液体の状態を観察しながら行ってくださ
い。

　　 4 ）�粘稠性のある液体や、有機溶媒などは特
に注意して行ってください。

　 2 　粘稠性のある液体を排出するとき
　　 1 ）�チップの先端に液体が残留しやすいので

注意してください。
　　 2 ）�チップの先端を液面のチューブ壁近くに

移動させ、液体をゆっくりと排出しま
す。そしてチップを液体から抜いてくだ
さい。

　　 3 ）�液体の種類別に、チップの内壁に残留す
る量を知っておくと、再現性が得られま
す。

３ ．細胞計数盤の使い方
　細胞浮遊液の細胞数は細胞計数盤で計測しま
す。
－ベーシック テクニック―
　 1 　細胞計数盤へのアプローチ
　　 1 ）�ピペッティングにより細胞浮遊液を均一

にしてください。
　　 2 ）�50μLの細胞浮遊液と50μLのトリパン

ブルー（0.4%�in�PBS）をよくピペッティ
ングしてください。

　　 3 ）�50μLの混和液を細胞計数盤へ流し込ん
でください。

　 2 　細胞数の計測
　　 1 ）�細胞計数部に太い線でくくられた 4 つの

細胞計数室があります。これを 1 、2 、3 、
4 とします。それぞれの区画には縦に太
い線が両脇に、また細い線が 3 本その間
にあります。横線も同様に 3 本あり、太
い線に囲まれた正方形は 1 辺1.0mmで
す（図 7 �）。

　　 2 ）�一 区 画 の 面 積 は1.0mm×1.0mmで
1 mm 2 となります。深さは0.1mmで
す の で、 体 積 は 1 mm 2 ×0.1mmで
0.1mm 3 （ 1 ×10- 4 �mL）となります。

　　 3 ）�顕微鏡観察で、透明で周囲が光っている
のが生細胞です。また青色に染まってい
るのが死細胞です。

　　 4 ）�正方形の 4 辺の太い格子線上の細胞は、
左と上の 2 本の線上は数え、その他の 2
本（右、下）の 2 本の線上は数えないよ
うにしてください（図 8 �）。

　　 5 ）�ゆっくり数えていると、死細胞の数が増
えます。迅速に数えましょう。さらに放
置しておくと、乾燥しますので注意して
ください。

　　 6 ）�4 区画の細胞の合計をNとすると、 1
区画の平均細胞密度は（ N/ 4 ）×104�
cells�/�mLとなります（図 7 �）。

31

那須 他 「研究力増進プログラム   －細胞培養基礎実習－」の報告



　　 7 ）�混和液は細胞浮遊液と同量のトリパン
ブルーを加えて 2 倍希釈されています
ので、算出数を 2 倍してください。細
胞 浮 遊 液 密 度 は（�N/ 4 �） × 2 ×104�
cells�/�mLとなります。例えば、一区画
あたりの平均細胞が15個とします。 3 ×
105�（�15× 2 ×104�）cells�/�mLとなりま
す。細胞浮遊液の容量を乗じると全細胞
数が算出されます。例えば、この細胞
浮遊液 5 �mLの細胞数は1.5×106（�15×
104× 2 × 5 �）cellsとなります。

－アドバンス テクニック－
　 1 　カウント
　　 1 ）�生細胞と死細胞をカウントする際、右手

のカウンターは生細胞、また左手のカウ
ンターは死細胞をカウントすると早く数
えることができます。

　　 2 ）�カウンターにつられないよう正確に数え
てください。

　　 3 ）�カウントは 5 分以内で行えるようになり
ましょう。

　　 4 ）�生細胞であっても、細胞の大きさや形を
観察できるようになりましょう。

　 2 　細胞計数盤の種類
　　 1 ）�細胞計数盤には種類があります。それぞ

れの説明書に従って行ってください。

　　 2 ）�同じ製品を使用した方が再現性が得られ
ます。予備実験などで確かめましょう。

細胞培養基礎実習
－ベーシック テクニック―
１．細胞培養の準備
　 1 　器具・消耗品（図 9 - 1 ～図 9 - 3  ）
　　 1 ）�器具（設備機器以外）
　　　・ピペッター
　　　　［ Drummond�社　Pipet�Aid�XP型］
　　　・マイクロピペット
　　　　［ GILSON社　Pipetman�CLASSIC］
　　　・チューブ立て
　　　　（1.5�mL、15�mL、50�mLチューブ用）
　　 2 ）�消耗品
　　　・ディスポーザブルピペット
　　　　（ 1 �mL～10�mL）
　　　・チップ
　　　・凍結用チューブ
　　　・チューブ（15�mL、50�mL）�
　　　・マイクロチューブ（1.5�mL）
　　　・細胞計数盤
　　　・25cm 2 �フラスコ（ T-25）
　　　・φ10cmシャーレ
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　 2 　細胞培養関連試薬・培地
　　　（図 9 - 4 ～図 9 - 6 ）
　　 1 ）�細胞培養関連試薬
　　　・�0.25%トリプシン/0.02%�EDTA/PBS(-)

（トリプシン・EDTA）
　　　・PBS(-)
　　　・DMSO(Dimethyl�sulfoxide)
　　 2 ）�培地（培養液）
　　　・�MEM(Minimum�Essential�Media、冷蔵

庫に保存し、室温に戻す）
　　　・�血清（ FBS：ウシ胎仔血清）
　　　　�室温に20分程おき、その後ウォーターバ

ス（37℃）で解凍する。熱し過ぎは非働
化してしまうので気を付ける。

　　　　�（※非働化：56℃、30分で血清中の補体
成分が不活化）

　　　　�今回はMEMにFBSを加え10%にした培

地を使用する。
　 3 　顕微鏡・遠心機
　　 1 ）�顕微鏡（図 9 - 7 �）
　　　・�位相差リング内に光が届いているか確認

する。
　　　・�位相差のリングの表示と倍率が一致して

いることを確認する。
　　　・�シャーレやフラスコを載せるステージや、

フォーカスを調整するダイアル、光源ス
イッチなどは、キムワイプに消毒用アル
コールを噴霧し清拭する。

　　 2 ）�遠心機（図 9 - 8 �）
　　　・�バケットはこれから使用するチューブの

大きさに合わせる。
　　　・�バケットがしっかりと挿入されているか

確認する。
　　　・�サンプルと同重量のバランス用チューブ
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を点対称に配置する。
　　　・�遠心機は回転数が設定値に到達するまで

その場で確認する。
　　　・�異音と振動がないか注意する。
　 4 　CO 2 インキュベーター（図 9 - 9  ）
　　　・�CO2濃度（ 5 %）を確認する。
　　　・�温度（37℃）を確認する。
　　　・�加湿トレイの中には水が満たされている

か確認する。
　　　・�カビなどの雑菌や汚れがないか確認する。
　 5 　クリーンベンチ内（図 9 -10、図 9 -11 ）
　　　・�ガスバーナーを確認する。
　　　・�奥から手前に向けて、消毒用アルコール

を噴霧したキムワイプ等で清拭する。
　　　・�ガラスなどが汚れていたら清掃する。
　　　・�実験に必要のないものはクリーンベンチ

内に入れない。
　　　・�作業を行いやすいように実験器具や細胞

のフラスコなどの配置に注意する。
　　　　※�手がフラスコや培地ボトルの上を通ら

ないように配置を工夫をすると、作業
効率が上がり、コンタミネーションを
防ぐことができる。

２ ．細胞の観察・培地の交換
　　Key points
　 1 　準備する器具・試薬
　　 1 ）�器具
　　　・�ピペッター

　　　・�パスツールピペット
　　　・�ディスポーザブルピペット（ 5 �mL�× 1 、

10�mL�× 1 �）
　　 2 ）�試薬
　　　・�培地（室温）�
　 2 　プロトコール
　　 1 ）�細胞の観察（図10- 1 ～図10- 3 ）
　　　⑴　�CO2インキュベーターからシャーレ

を慎重に取り出す。
　　　⑵　�培地の色を観察する。
⑶シャーレを顕微鏡ステージに載せる。
【観察のポイント】
　　

2 ）�培地の交換（図10- 4 ～図10- 8 �）
　　　⑴　�観察したシャーレをアルコール綿で清

拭し、クリーンベンチ内へ移動する。
　　　⑵　�シャーレの蓋を外し、上向きに置く。
　　　⑶　�パスツールピペットで培地を吸引す

る。（細胞に直接当てず、シャーレを
少し傾けて吸引する。）

　　　⑷　�培地をディスポーザブルピペットで
10�mL吸引し、ゆっくりとシャーレに
加える。

　　　　　※�勢いよく細胞に当てると、細胞が剝
がれることがある。

　　　　　※�泡を立てるとコンタミネーションの
原因となる。

　　　⑸　�細胞を観察後トレイに載せて、CO2イ
ンキュベーターへ戻す。

1 　�細胞数・密度（増えているのか）
2 　�浮遊細胞の存在と量（細胞が浮いている

か、またその量）
3 　�細胞の形態
4 　�細胞の局在（シャーレ内で細胞が偏って播

種・増殖していないか）
5 　�分裂している細胞の割合
6 　�コンタミネーションの有無
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３ ．細胞の解凍と培養
　　Key points

　 1 　準備する器具・試薬
　　 1 ）�器具
　　　・�ピペッター
　　　・�パスツールピペット　
　　　・�ディスポーザブルピペット（ 2 �mL�× 1 、

5 �mL�× 4 、10�mL�× 3 ）　
　　　・�25cm 2 フラスコ（ T-25）× 1
　　　・�φ10cmシャーレ�× 1
　　　・�遠心チューブ（15�mL�× 1 ）
　　　・�チューブ立て
　　　・�保温槽（37℃）
　　 2 ）�試薬
� ·� 培地（室温）
　 2 　プロトコール（図11- 1 ）
　　⑴　�遠心チューブ（15�mL）に培地 9 �mLを

入れる。
　　⑵　�凍結細胞を解凍する。（図11- 2 ）
【解凍の注意点】

　　⑶　�凍結用チューブの細胞浮遊液を遠心
チューブ（培地入り）へ移しピペッティ
ングする。

　　⑷　�遠心分離する。（190×g�[1,000�rpm]、 3
分）（図11- 3 ）

　　⑸　�手順（ 4 ）の最中に培地をフラスコおよ
びシャーレに各2.5�mL入れる。

　　⑹　�プロトコールNo.、細胞名、継代数、日付、
氏名を油性ペンで上面に記入する。（フ
ラスコは横、シャーレは細胞を播種する
容器の側面にも記載する）

　　⑺　�遠心分離後、チューブの上清を吸引し、
細胞ペレットをタッピングによりほぐ

す。
　　⑻　�培地を10�mL入れてピペッティングす

る。
　　⑼　�細胞浮遊液をT-25に2.5�mL、シャーレに

7.5�mL入れる。
　　⑽　�細胞をよく分散させる。
　　⑾　�細胞の状態を顕微鏡で確認し、CO2イン

キュベーターで培養する。

①凍結部分が米粒大程になるまで
②解凍細胞ペレットをタッピング
③細胞をよく分散

1 　�液体窒素凍結細胞保存容器から凍結用
チューブを取り出す時は、フェイスガー
ド、保護用手袋、エプロンを着用する。

2 　�凍結用チューブの下1/3～1/2を保温槽
（37℃）に浸し、ゆっくりと揺らす。

3 　�凍結部分が米粒大程になるまで解凍する。
（保温槽とクリーンベンチまでの距離も考
慮する）

4 　�保温槽から何度もチューブをあげての解
凍の確認はしない。
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４ ．�細胞の継代・細胞計測
　　Key points

　 1 　器具・試薬
　　 1 ）�器具
　　　・�ピペッター
　　　・�パスツールピペット
　　　・�ディスポーザブルピペット（ 1 �mL�× 1 、

2 �mL�× 1 、 5 �mL�× 5 、10�mL�× 1 ）
　　　・�25�cm 2 フラスコ（ T-25）× 1
　　　・�遠心チューブ　（15�mL�× 1 ）
　　　・�マイクロチューブ　（1.5�mL�× 1 ）
　　　・�チューブ立て
　　　・�細胞計数盤
　　　・�カウンター
　　　・�氷
　　 2 ）試薬
　　　・�培地（室温）
　　　・�PBS(-)
� ·� トリプシン・EDTA�
　　　・�0.4%トリパンブルー/PBS(-)
　 2 　プロトコール（図12- 1 ）
　　⑴　�細胞を観察する。

　　⑵　�フラスコを消毒用アルコール綿で清拭
し、クリーンベンチ内へ移動する。

　　⑶　�フラスコ内の培地を吸引する。
　　⑷　�PBS(-) 2 �mLを静かに加えて、細胞表面

を洗浄する。
　　⑸　�PBS(-)を吸引する。
　　⑹　�手順（ 4 �）、（ 5 ）を 2 回行う。
　　⑺　�トリプシン・EDTAを 2 �mL加えて、室

温で放置（約60～90秒）する（図12- 2
～図12- 3 ）。

　　⑻　�顕微鏡で細胞が剥がれる様子を観察す
る。

　　⑼　�大部分の細胞が球状になったら、少しフ
消毒用アルコール綿などで蓋およびその
周辺をよく拭き、クリーンベンチに戻��
す。

　　⑽　�培地を 3 �mL加えて静かにピペッティン
グし、フラスコに残っている細胞を極力

①顕微鏡で細胞が剥がれる様子を観察
②細胞ペレットをタッピング
③細胞をよく分散
④細胞の状態を顕微鏡で確認
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剥がす。
　　⑾　�フラスコに細胞を残さないように、細胞

浮遊液全量を15�mLチューブへ移す。
　　⑿　�細胞浮遊液100�μLを 1 �mLピペットで

マイクロチューブへ移す（細胞数計測用、
氷中）。

　　⒀　�15�mLチューブを遠心分離する。（190×
g�[1,000rpm]、 3 分）

　　⒁　�細胞係数盤に流し込んだ後、 5 分で細胞
数を計測する。（図12- 4 ～図12- 6 ）

　　⒂　�遠心後、細胞ペレットを確認し、パスツー
ルピペットで上清を静かに吸引する。

　　⒃　�フラスコへ必要量の培地を加える。
　　⒄　�細胞ペレットをタッピングでほぐす。
　　⒅　�手順（18）の15�mLチューブに培地を

5 �mL加えて、ピペッティングし必要量
の細胞浮遊液をフラスコへ播種する。

　　⒆　�プロトコールNo.、細胞名、継代数、日付、
氏名を油性ペンで上面に記入する。（フ
ラスコは横、シャーレは細胞を播種する
容器の側面にも記載する）

　　⒇　�細胞をよく分散する。
　　㉑　�細胞状態を顕微鏡で確認し、CO2イン

キュベーターで培養する。

５ ．細胞の凍結保存

　　Key points
　 1 　器具・試薬
　　 1 ）�器具
　　　・�ピペッター
　　　・�パスツールピペット
　　　・�ディスポーザブルピペット（ 1 �mL�× 3 、

2 �mL�× 3 、 5 �mL�× 4 ）
　　　・�25�cm 2 フラスコ（ T-25）× 1
　　　・�遠心チューブ�（15�mL�× 1 ）
　　　・�チューブ立て
　　　・�細胞計数盤
　　　・�カウンター
　　　・�凍結用チューブ
　　　　�（プロトコールNo.、細胞名、継代数、

細胞数、凍結年月日、氏名を記入）
� ·� 凍結用断熱容器

　　 2 ）�試薬
　　　・�10%�DMSO�/�培地（室温）
　　　・�PBS(-)
　　　・�トリプシン・EDTA
　　　・�0.4%�トリパンブルー�/�PBS(-)
　 2 　プロトコール（図13- 1 ）
　　⑴　�細胞を観察する。
　　⑵　�フラスコをアルコール綿で清拭し、ク

リーンベンチ内へ移動する。
　　⑶　�フラスコ内の培地を吸引する。
　　⑷　�PBS(-) 2 �mLを静かに加えて、細胞表面

を洗浄する。
　　⑸　�PBS(-)を吸引する。
　　⑹　�手順（ 4 ）、（ 5 ）を 2 回行う。
　　⑺　�トリプシン・EDTAを 2 �mL加えて、室

温で放置（約60～90秒）する。
　　⑻　�顕微鏡で細胞が剥がれる様子を観察す

る。
　　⑼　�大部分の細胞が球状になったら、少しフ

ラスコを揺する。
　　⑽　�消毒用アルコール綿で蓋およびその周辺

をよく拭き、クリーンベンチに戻す。
　　⑾　�培地を 5 �mL加えて静かにピペッティン

①顕微鏡で細胞が剥がれる様子を観察
②�凍結する細胞数に合わせて、10%DMSO/培

地を調整
③細胞ペレットをタッピング
④ピペッティングし凍結用チューブへ
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グし、フラスコに残っている細胞を極力
剥がす。

　　⑿　�フラスコに細胞を残さないように、細胞
浮遊液を15�mLチューブへ移す。

　　⒀　�1 �mLピペットで�細胞浮遊液100��μLを
マイクロチューブへ移す。（細胞数計測
用、氷中）

　　⒁　�15�mLチューブを遠心する。（190×g�
[1,000rpm]、 3 分）

　　⒂　�遠心中、細胞数を計測する。
　　⒃　�細胞数に合わせて10�%DMSO�/�培地を調

整する。
　　⒄　�遠心後、細胞ペレットを確認し、パス

ツールピペットで上清を静かに吸引除去
する。

　　⒅　�細胞ペレットをタッピングでほぐす。
　　⒆　�10�%��DMSO�/�培地をサンプルに加え

て、ピペッティングし凍結用チューブへ
1 �mLずつ分注する。

　　⒇　�凍結用断熱容器に凍結用チューブを入れ
て、－80℃フリーザーに一晩置く。

　　㉑　�液体窒素凍結細胞保存容器に収納する。
（図13- 2 ～図13- 3 ）
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６ ．アンケート
　今後の研究力増進プログラム実習資料のため、
細胞培養基礎実習前と実習後にアンケートを実施
した。
　（事前実習）（2017年度�回答16名、無回答 2 名、
2018年度�回答 6 名）
A- 1 　講習時間（ 1 時間30分）
　�1 ．丁度いい　 2 ．長い　 3 ．短い　 4 ．受け

てよかった　 5 ．受けなくてもよかった（ 1 ．4 ．
が22名）

A- 2 �ピペッターの使い方
　�1 ．わかりやすかった　 2 ．わかりにくかった
　（ 1 ．が22名）
A- 3 　マイクロピペットの使い方
　�1 ．わかりやすかった　 2 ．わかりにくかった
　（ 1 ．が22名）
A- 4 �細胞計数盤の使い方
　�1 ．わかりやすかった　 2 ．わかりにくかった
　（ 1 ．が22名）
（細胞培養基礎実習）
B- 1 　実習の内容（項目）
　�1 ．期待した内容ではなかった　 2 ．一部は期

待した内容だった　 3 ．適当だった　 4 ．良い
内容だった　 5 ．その他（ 4 ．が22名）

B- 2 　�講習時間（ 2 日間、 1 日目10:00-17:00、 2
日目 9 :00-17:00）

　�1 ．丁度いい　 2 ．長い　 3 ．短い（ 1 ．が20
名、 2 ．が 2 名）

B- 3 �講義
　�1 ．わかりやすかった　 2 ．わかりにくかった
　（ 1 ．が22名）
B- 4 　細胞の観察・培地の交換
　�1 ．わかりやすかった　 2 ．わかりにくかった
　（ 1 ．が22名）
B- 5 ��細胞の解凍と培養
　�1 ．わかりやすかった　 2 ．わかりにくかった
　（ 1 ．が22名）
B- 6 　細胞の継代・細胞計測
　�1 ．わかりやすかった　 2 ．わかりにくかった
　（ 1 ．が22名）
〔今後に向けて〕
C- 1 ��細胞培養の研究を予定していますか
1 ．予定している　 2 ．予定していない
　（予定している　10名（所属講座、共同研セン
ターの培養室で行う））

考　察

　細胞培養は再現性、信頼性の確保が重要であ
る。そのためには培養作業者の細胞培養技術が一
定の水準を維持する必要がある。日本組織培養学
会は細胞培養技術の標準化を目指し、「細胞培養
基盤技術コース」を開催している1 ）, 2 ）（古江-楠
田�2019、筒井・江藤他�2020）。今回の実習でチー
フ・インストラクターを務めた筒井、江藤は、日
本組織培養学会における細胞培養指導士認定制度
の企画責任者、細胞培養指導士であり、この細胞
培養基礎実習は日本組織培養学会が提唱する細胞
培養法に準じて行った。なお、インストラクター
の小林は2019年に学会が認定する細胞培養士の資
格を得ている。
　参加者の多くは細胞培養が初めての大学院生で
あった。細胞培養の操作では正確な細胞浮遊液の
攪拌、分注操作が重要であるため、実際の細胞を
用いた実習の前に、事前実習としてピペットコン
トローラー、マイクロピペットの取り扱い、さら
に速やかに作業が進むように細胞計数盤を用いた
細胞計数方法の講習を行った。参加者は練習を重
ねるごとに徐々に正確な操作が可能になった。ア
ンケートでは回答者22名が事前講習を受けてよ
かったと回答している。初心者が細胞培養の実習
に参加するにあたり、ピペットコントローラー、
マイクロピペット操作の訓練は不可欠であった。
　細胞培養法全体を理解してもらうために、実技
講習の前に細胞培養の操作、設備、機器、試薬等
の基本を筒井が講義した。アンケート回答者全員
がわかりやすい内容だったと回答している。
+実技講習の内容は⑴無菌操作、⑵細胞の観察（増
殖の認識）、⑶細胞の解凍、⑷細胞の凍結、⑸培
地交換、⑹細胞密度と継代、⑺細胞数の計測、⑻
機器類の使用であった。実技に関するアンケート
では細胞の観察・培地の交換、細胞の解凍と培養、
細胞の継代・細胞計測で回答者全員がわかりやす
かったと回答している。今回の研究力増進プログ
ラム－細胞培養基礎実習－はデモンストレーショ
ンと各操作の機会が 1 回ずつであったがすぐに実
践できる。これから細胞培養を用いて実験する際、
基本操作を繰り返し行い、各々の操作のチェック
ポイントを確認しながら進めていただきたい。
　さらに、今後の研究力増進プログラムに要望
があった。細胞培養のアドバンスコース（ stem�
cellの培養法、組織からの細胞抽出法など）、論
文に良く出てくる手技（組織・細胞の免疫染色、
蛍光免疫染色、フローサイトメトリー、PCR、
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ELISA法など）の講義と実習、研究センターに
ある顕微鏡などの使い方、細胞実験の講演会、細
菌培養、組織標本の作り方、硬組織切片の作り方、
電顕の観察方法等であり、順次開催する予定であ
る。
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