
平成 26年度　サイエンス・リーダーズ・キャンプ

先端生命科学研究の基盤技術を教育活動に活用
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サイエンス・リーダーズ・キャンプ (SLC) 受講に当たっての諸注意

● SLC 受講にあたって、一般的な留意事項についてはあらかじめ配布してある「合宿のしおり」

に記載済みです。改めて熟読をお願いします。

●本冊子は SLC における講義、実験実習および見学実習の内容と付随事項について記載してい
るものです。特に実験実習の理解のためにもあらかじめ熟読しておいてください。

●教育研究推進センター 3F のカンファレンスルーム（構内地図参照）が控え室となります。
不使用時は施錠致しますが、貴重品については身につけておいてください。

●実験実習中は現場の本学教員の指示に従ってください。実習中にトラブル（体調不良等）が
起こった場合は現場の本学教員に速やかに報告してください。

●実験実習に関わる本学構内の移動においては本学教員あるいは本学学生のアシスタントが誘
導致します。彼らの指示にしたがって下さい。

●３日目（８月 6 日）の実験実習は免疫染色コースと電子顕微鏡観察コースの２コースに分か
れます。希望のコースを選択できない可能性があります。ご容赦ご協力をお願いします。

●宿泊ホテルである藤田観光ワシントンホテル旭川と旭川医科大学間の送迎は本学のマイクロ
バスにて行います。２、３日目（８月５、６日）のホテルからの出発は８時 00 分、大学か
らの出発は１日目と３日目は 17 時、２日目は懇親会後 20 時 10 分を予定しておりますので、
遅刻のないように注意してください。送迎時は本学関係者が添乗しますので添乗員の指示に
したがって下さい。

●本学周辺には昼食をとれる飲食店はあまりありません。福利厚生施設内の学生食堂あるいは
病院レストラン（ななかまど）のご利用をお勧めします。
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④ ⑤

⑥

実習会場案内図　（旭川医科大学キャンパス分）

⑦

施設名 室名 実習内容

教育研究推進センター ① ３階カンファレンスルーム 控室、講義、発表

② 電子顕微鏡室 電子顕微鏡観察実習

③ 共焦点レーザ顕微鏡室 免疫染色実習　顕微鏡観察

遠隔医療センター ④ ２階カンファレンスルーム 遠隔医療センター見学実習

⑤ ３階研修室 遠隔医療センター見学実習

講義実習棟 ⑥ 第３実習室(1F) PCR実験実習、免疫染色実習

⑦ 第２、３講義室(2F) ディスカッション等



⑤
⑥

旭川医科大学病院２階 遠隔医療センター

2 階 ３階

⑤

⑥

遠隔医療センター カンファレンスルーム

遠隔医療センター 研修室
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タイムスケジュール
日付 時刻 活動内容 実施場所

8/4（月） 14:00 集合 教育研究推進センター

14:05 - 14:50 開校式、オリエンテーション（ガイダンス、講師紹介等） 3Fカンファレンスルーム

15:00 - 17:00 基調講演：心血管再生先端医療講座 川辺淳一准教授

「再生医療研究の現在」

17:00 宿泊ホテルへ移動、移動後夕食（各自）

19:00 - 21:00 夜ミーティング（参加者の交流会を兼ねる。前年度受講者の講演予定） 藤田観光ワシントンホテル旭川

8/5（火）

8:20 - 8:30 集合。実習の概要について説明 　教育研究推進センター
３Fカンファレンスルーム

8:30 - 12:00 PCR法の実験実習。（実験の待ち時間等を利用して、遺伝情報リテラ
シーの講義を実施） 第３実習室

12:00 - 13:00 昼食（各自）

13:00 - 15:00 遠隔医療センター見学実習 遠隔医療センター

15:30 - 17:00 実験結果、見学結果のまとめと報告およびこれらについてのディスカッ
ション

第２、３講義室
教育研究推進センター３F

カンファレンスルーム

18:00 - 20:00 夕食兼懇親会 旭川医科大学学生食堂

20:10 宿泊ホテルへ移動

8/6（水）

8:20 - 8:30

実験の概要について説明

　教育研究推進センター
３Fカンファレンスルーム

8:30 - 15:00 コース別に免疫染色法の原理と電子顕微鏡の原理について説明する。 　　　

【免疫染色コース】

(12:00-13:00は各自
で昼食）

14:00まで免疫染色実験を行い、作成した染色切片を共焦点レーザー顕
微鏡で観察、画像取得を行う。

免疫染色コース：第３実習室（午前）
共焦点レーザー顕微鏡室（午後）

【電子顕微鏡観察コース】

２グループに分かれ、透過型電子顕微鏡観察と走査型電子顕微鏡観察
を２時間ずつ行う。午前と午後で観察する顕微鏡を変える。

電顕観察コース：電子顕微鏡室

15:30 - 17:00 実験結果、見学結果のまとめと報告およびこれらについてのディスカッ
ション

第２、３講義室
教育研究推進センター３F

カンファレンスルーム

17:00 宿泊ホテルへ移動　移動後夕食（各自）

19:00 - 22:00 グループ協議 藤田観光ワシントンホテル旭川

成果を教育活動に生かすための具体的なプラン作成

8/7（木） 8:50 集合 藤田観光ワシントンホテル旭川

9:00 - 10:45 グループ発表

生命科学実験の最先端をどのように理科教育活動に生かすか。

11:00 - 12:30 統括講演　旭川医科大学教育センター　蒔田芳男教授

「最先端研究との付き合う方法〜求められる科学リテラシー〜」

12:30 - 13:30 昼食（各自）

13:45 - 14:00 閉校式

14:00 解散



講演要旨

講演１　基調講演　　８月 4 日　15:00 〜 16:00

講演２　統括講演   　 ８月 7 日　11:00 〜 12:30





基調講演：可視化技術の進歩から見えてくる新しい生命科学の世界
組織再生における毛細血管の重要性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  心血管再生先端医療開発講座

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   特任准教授　　川辺淳一
　

 生命現象を解析し、疾患病態を理解し、新しい治療開発につなげる生命科学の研究活動

は、「物語」を紡ぎ組み立てる作業に似ています。どこで、どういうプレィヤーが、どのように

振る舞い、どういう結末になっていくのか？このとき、ある環境でのプレイヤーの存在が可視

化されると、その場でプレイヤーがどのように活動するのか、「物語を想像（仮説）」し、これ

を「実際に起こっているのか確認（検証）」することにより、フィクションの物語は、ノンフィ

クションとなっていきます。そして、生命科学研究でのノンフィクションの物語（知見）は、

現実の医療上の問題を解決する有用な手がかりとなります。生命現象を可視化する手段は、研

究のきっかけ（仮説）から、検証するところまで、生命科学サイエンス活動の根幹となるもの

です。

 様々な種類の細胞を生み出す組織内の幹細胞の発見、そして iPS のように人工的に幹細

胞を作りだす技術も手にいれ、我々人類は、組織を再生（生み出す）できるのではないかと期

待するようになってきました。生命科学に限らず、サイエンス全般の世界では、大きな一つの

扉を開けると、その先に鍵の掛かった扉がみえてきます。これは、扉が開いたからこそ、やる

べき次の課題が認識されてきたという点で、サイエンスが進歩する好ましい状況ともいえます。

組織の重要部品である細胞を手に入れると、組織を再生するために、「組織が構築し維持するに

はどうするか？」　そんな疑問がでてきます。そして、この課題の解決にむけた研究は、単なる

再生医療だけでなく、様々な難治性疾患の病態解明のむけた大きなヒントが生まれてきます。

つまり、一つの扉が開くと、想定外の別の新たな道も見えてくるのも、サイエンス研究の醍醐

味でもあります。

 本講演では、我々が取り組んでいる「組織再生における毛細血管の役割」に関する医学

研究を紹介します。単なる再生医学の最新の知見でなく、どの様に研究テーマが生れ、どのよ

うに展開していったのか、その過程での生命科学研究の醍醐味を感じていただければと思いま

す。サイエンスには、正確な幅広い知識を土台に、新しい「物語」を想像する創力、そして、「物

語」が本当か検証できる分析力が必要です。　しかし、一番大切なのは、この活動のモチベーショ

ンともいえるサイエンスの魅力にほかありません。　人間が本来もつ、新しいもの、美しいも

のを初めて目のあたりにしたときの感動、これがヒトの幸せのためになると思う喜び…。サイ

エンスを教える側が自ら面白がらなければ、学生には伝わりません。本プログラムでの活動を

通じて、サイエンスの面白さ、醍醐味を体験していただき、未来のサイエンスをリードする若

者を指導される皆さんのお役だちが少しでもできれば幸いです。



　　　統括講演：最先端研究と付き合う方法~求められる科学リテラシー~

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川医科大学　教育センター　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教授　蒔田　芳男

　STAP 細胞、iPS 細胞など、最先端研究が私たちの日常会話に登場するようになりました。日
常会話に登場してはいるものの STAP や iPS のスペルまで知っているわけではありませんし内
容の理解も不十分です。このような状態では、これらの技術を上手く利用するのは難しいよう
に思われます。ここで科学リテラシーという言葉が登場します。
　リテラシーの語源を考えると、もともとは読み書き能力のことを指しています。この文脈で
考えると科学リテラシーとは、科学を扱う能力ということに行きつきます。ちょっと下世話な
言葉に言い換えると科学リテラシーとは、科学と技術に対してまっとうな文句や注文をつける
ことができる能力とも言えます。具体的にはどのような場面を考えることができるのでしょう
か？
①「エセ科学」にだまされない

つまり「怪しげな健康食品を買い求める人が少なくない」事実がありますが、このようなこ
とから身を守る能力と言えます。数年前に山口ホメオパシー訴訟が起こりました。これは、
ホメオパシー助産師が乳児に対するビタミン K の投与を怠り死亡させたとするもので、被
告の助産師側が原告側に和解金を支払うという形で終結しています。エセ科学を叩くだけで
はことは終わりそうにありません。

②科学技術に対しての自分のスタンスを考える
2013 年は、遺伝子診断関連の大きなエポックが日本を襲いました。一つは、年頭に起きた
女優アンジェリーナ・ジョリーが遺伝子診断の結果をもとに自分の乳房切除術を受けたとい
うものです。遺伝子診断が及ぼす影響に一側面でした。次に起こったのが、母体血を用いた
新型出生前診断の導入です。これまでの侵襲的な診断方法が劇的に変化しました。新しい技
術を国として制限する方向の議論が進んでいますが、これもこれで終わりそうにありません。

　二つの事例に対して「科学と技術に対してまっとうな文句や注文をつける」をつけることは
一般論として難しいように思えます。今回の総括講義では、生命科学の領域で発生した事件を
歴史的に振り返り「エセ科学にだまされることなく、科学技術に対する自分のスタンスを決める」
ための方策を共有したいと思います。



実習マニュアル

PCR 法体験コース　　　    ８月５日　　

遠隔医療センター見学　               ８月５日　 

電子顕微鏡観察実習            8 月６日 

　透過型電子顕微鏡の原理と観察

　走査型電子顕微鏡の原理と構造

　髪の毛の表面を走査電子顕微鏡で見る

免疫染色実習　　　　　    ８月６日　

　免疫染色とは

　免疫染色プロトコール

　Appendix: 蛍光抗体法以外の免疫染色法

共焦点レーザー型顕微鏡　　　　   ８月６日　 





PCR 法体験コース
             教育センター　教授　蒔田芳男、　教育研究推進センター　千葉伸一

【はじめに】

　昨年、女優のアンジェリーナ・ジョリーが、遺伝子検査で乳がんの体質であることを知り乳房を切除したという

ショッキングなニュースがありました。遺伝子検査では PCR 法が多く用いられています。PCR 法は、簡便であるが
ゆえに実習の材料として 多く取り上げられてきましたが、2 つの問題点の ために実際の実習には不向きと言われて
いました。

1. 実験者の DNA を鋳型 DNA にすることの倫理的問題点（プレナリーレクチャーで実際例を説明します）
2. DNA を可視化するための試薬に発ガン性があること
 
今回の実習では、高等学校でも応用可能な方法を提供します。

「X 染色体と Y 染色体の双方に存在する遺伝子を用いた性別判定法」です。
1. プレナリーレクチャー「性別判定に遺伝子検査が用いられない訳」 実験者の DNA を検体に用いる場合の倫理的問

題の実例を交えて紹介します。
2. PCR 法体験 2 名一組で PCR 法を体験していただき、配布される検体の性別判定をして頂きます。
3. 電気泳動で、サイズのふるいにかけ、増幅 DNA を検出します。
　通常 PCR 法では、ヒト DNA を鋳型として遺伝子の一部を増幅し検出するために、「増幅される・増幅されない」の
all or nothing の結果になります。増幅されない場合やまだ余計な増幅が観察された場合に実験系のどこにトラブルが
あるのか？を判定することができません。これは、実験自体の陽性コントロールが無いために生じます。今回の実験
では、１セットのプライマーで２つの領域を増幅できる場所を選択し、内部に陽性コントロールを置いています。
　PCR 法はヒト DNA 全体を用いてもプライマーの設定により、特異性が高い方法です。その特異性を更に高めるた
めにヒト DNA 全体ではなく、増幅領域を含む合成 DNA を用いております。そのため、X 染色体由来、Y 染色体由来
の特異的バンドのみを検出することが可能になります。
　増幅した DNA の検出には、電気泳動を行います。電気泳動後にエチジウムブロマイドという DNA に架橋をかける
試薬で染色が必要でしたが、今回はより安全性を考慮しゲルカセットを使用する事によりエチジウムブロマイドへの
暴露がない環境での実験を行います。また紫外線ではなくブルーライトにて染色後のバンドを確認致します。

ピペットの使い方〜分注のテクニック（eppendorf より抜粋）
【吸引】
●　目的の容量にできるだけ近いピペット＆チップを選びます。
●　ピペットにチップを丁寧に装着します。（トントンしない）
●　ピペットの容量設定を行います。（目的の容量より多くしてから戻す）
●　ピペットを垂直に持ちます。
●　チップをわずかに液体に浸します。以下に目安を示します。

　　　　 

●　ボタンをゆっくり上げ、スムーズに吸引します。

●　チップを３回程度プレウェッティングします。

チップを浸す 
深さ 1cm 3cm 3～4cm 

チップを浸す 
角度 垂直 垂直 30～40度に傾ける 

測定値の偏差 0.2～0.4% 0.6～0.8% 1.0～1.2% 

⑤ チップをわずかに液体に浸す － チップを浸す深さとピペットの傾き 

容量（µL） 深さ（mm） 
0.1-1 1 
1-500 ２～３ 
101-1,000 ２～４ 
1,001-10,000 ３～６ 

● いろいろなピペット容量における 
  最適な「チップを浸す深さ」 



●　液体が確実にチップの中に入るように、１〜３秒そのまま待ちます。
●　チップをゆっくり引き上げます。
●　チップの先端を容器の内壁に当てて拭います。

【排出】
●　チップの先端を、容器の壁に対して３０度〜４０度の角度にして当てます。
●　ボタンをゆっくり押し、容器の壁に沿わせて流すように液体を分注します。
●　チップの中の液体を完全に排出するため、もう一段ボタンを押し出し切ります。
●　ボタンを押し下げてまま、チップの先端を容器の壁で拭いながら引き上げます。

【粘性のある液体を扱う時の注意】
粘性のある液体は、チップに液体が残りやすい・・・
チップの外側に滴を形成しやすい・・・

『おすすめ方法』
●　液体の吸引、排出のスピードを落とします。
●　液体の吸引後、数秒間待ちます。
●　リバースピペッティングを使いましょう。

【マイクロチューブの取り扱い】

今回の実習では 0.2mL のマイクロチューブを使用します。

注意する事は、コンタミネーションを起こさない事！
次の項目で PCR について説明致しますが、PCR を n 回のサ
イクルを行うと増幅させたい目的領域が２の n 乗倍、増幅す
ると言われております。
実験中、マイクロチューブがコンタミネーションを起こすと
汚染された物が増えてしまう可能性があり、実験の失敗に繋
がるおそれがあるので特に注意しましょう。

●　蓋の開け閉めでの飛沫の飛散
●　蓋の内側への指の接触
●　実験者自身の唾液の飛散（おしゃべりは少なめに）

 【原理】
PCR 法（ポリメラーゼ連鎖反応 Polymerase Chain Reaction）とは、DNA を増幅するための方法である。

 

1.5mL チューブ 0.2mL チューブ

図１　1.5mL チューブと 0.2mL チューブの比較

図２



　図２の赤の部分がプライマーと呼ばれ、鋳型 DNA に相補的に結合する。このようなプライマーで挟まれた領域が
増幅されていきます。このような反応のためには、DNA が一本鎖に解離する条件（95 度以上）でも酵素活性を失わ
ない DNA 合成酵素が必要でした。このような酵素が、1980 年代に温泉に住む細菌から分離されたのです。数年を経
て製品化されたことをきっかけに、分子生物学での標準手技になったのです。

 
　そのため、PCR 法の基本的にサーマルサイクラーと言われる温度を順序よく変化させてくれる機械が必要になりま
す。94-95 度で DNA を解離させるステップ、次に 55 度程度でプライマーと NDA が相補的に結合するステップ。72
度でプライマーから鋳型 DNA と相補的な DNA を合成するステップの三つを順繰り行なってくれる機械です。

【実験手順】
実験に使用するもの

DNA は invitrogen の人工遺伝子合成産物。
プライマーは性別判定プライマーのアメロゲニン AMG
このプライマーは Y 染色体上の DNA を増幅するだけではなく、同じプライマーで X 染色体上の DNA も増幅する。
この時、長さの異なる PCR 産物が増幅されるので X、Y を見分ける事が出来る。
AMXY-1F : CTGATGGTTGGCCTCAAGCCTGTG
AMXY-1R : TAAAGAGATTCATTAACTTGACTG
期待される PCR 産物の長さ
Y=788bp
X=977bp

Taq ポリメラーゼは Life Technologies AmpliTaq Gold 360
 
0.2mL のマイクロチューブに PCR を行うための反応液を作る。
 

Taq Gold 360 Master Mix 12.5uL
Primer F(10p)            1.0uL
Primer R(10p)            1.0uL
DNA(500pg)               1.0uL
Water                    9.5uL
Final Volume            25.0uL

 

図３



出来上がった反応液をサーマルサイクラーにセットし PCR 反応を行う。
PCR サイクル（25 サイクルで約１時間 15 分）
Hold :   95℃× 10 分　
Cycle :   95℃× 30 秒
(30cycls) 60℃× 30 秒
          72℃× 30 秒
Hold :   72℃×７分
Hold :   4℃×∞

PCR 反応後の溶液を 10.0uL を直接アプライし電気泳動。
電気泳動は invitrogen の E-Gel®Go! システムを使用する。

【エチジウムブロマイドの危険性について】
●　強い変異原性があります。
●　皮膚、眼、粘膜などへの刺激性があります。
●　二本鎖 DNA にインターカレートして、DNA の複製や転写を阻害すると言われております。
●　常にグローブ、マスクを着用します。
●　吸い込む事を防ぐため、キャビネット内で扱う必要があります。
●　廃棄処理には、活性炭などに吸着させて焼却するなどがありますが、都道府県関連施設へご確認下さい。



遠隔医療センター見学実習
       医工連携総研講座　教授　石子智士、　学長政策推進室　主任　林　弘樹

	 

	 

【目的】	 

臨床現場における遠隔医療の実際と、ICT（情報通信技術）の発展とともに進化してきた

遠隔医療システムを理解し、最先端の遠隔医療技術を体験してもらいます。	 

	 

【内容】	 

（１）遠隔医療を理解する	 

①旭川医科大学が実践する遠隔医療	 

北海道は、人口 10 万対医師数が全国平均並みであるものの、医師の約 6 割が札幌と旭川

に偏在しているため、従来から地域間の医療格差が大きな問題となっています。そこで本

学では、遠隔地の病院からリアルタイムに伝送されてくる患部などの映像を見ながら診断

や治療を支援する遠隔医療を、インターネットが普及する以前の 1994 年に開始しました。

当初は、眼科における遠隔診断支援・遠隔手術支援が中心でしたが、1999 年に国内初の遠

隔医療センターを設立してからは、様々な診療科が最先端の遠隔医療を実施するようにな

りました。また、同センターを中心とする遠隔医療ネットワークには、これまでに国内 50、

国外 9（4 カ国）の医療機関が参加してきました。	 

この遠隔医療で培ったノウハウは、自宅療養中の退院患者を遠隔からフォローアップす

る遠隔在宅医療支援にも役立っています。病院のスタッフは、患者さんが自宅で測定する

血圧や体温などのバイタルデータを在

宅支援端末を通して毎日チェックし、異

常値が見つかった場合は、同端末の TV

電話機能を使用して患者さんの容体を

確認します。本学が実践するこれらの遠

隔医療は、通院中から退院後（自宅療養

中）まで「切れ目の無い医療支援」を可

能とし、医療過疎の地域に住む患者さん

への高度な医療の提供と、通院回数を最

遠隔診断支援：旭川医大の眼科専門医が遠隔医
療システムを使用して市立稚内病院の医師・患
者さんと会話をしている様子  

病院	 患者宅	 

遠隔在宅医療支援：旭川医大の担当医が在宅支援端末を使用して退院患者を遠隔からフォロ
ーアップしている様子  



②遠隔医療システムの高度化	 

遠隔医療を開始した当初は、病院間を ISDN（サービス総合ディジタル網）の INS	 net64

（128	 kbps）または INS	 net1500（約 1.5	 Mbps）で接続し、アナログ信号用のコーデック

（圧縮伸張装置）を使用して映像・音声の伝送を行っていました。しかし、当時の回線使

用料は非常に高く（INS	 net1500 の月額料金は十数万円）、また画像品質も満足できるもの

ではありませんでした。そこで 2005 年に、ネットワークのブロードバンド（光回線）化と

映像の HD（高精細）化を行いました。その結果、低コストで実用的な画像品質が得られる

ようになり、専門性の高い症例に対しても伝送映像に基づく的確な支援が可能となりまし

た。	 

一方、より高度な遠隔医療支援を可能とするための研究開発にも積極的に取り組んでい

ます。例えば眼科では、双眼顕微鏡を使用して検査や手術を行う技術が確立されているこ

とから、伝送映像の 3D（立体視）化に注力してきました。そして 2010 年に、3D-HD（立体

ハイビジョン）映像を家庭用の光回線でも伝送できる遠隔医療システムを完成させました。

このシステムは、本学の高度な医療技術を、タイ、シンガポール、中国へ伝承する際の有

効な手段となっています。	 
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旭川医科大学における３Ｄ遠隔医療の歴史

現在のHD遠隔医療システムの基本構成  

HDビデオカメラを装備した
医療機器等

HDビデオ会議システム

書画カメラ（SD画像）
パソコン

インターネット

HDビデオ会議システム

光回線
終端装置

ハブ
光回線
終端装置

（またはADSLモデム）

旭川医科大学 地方病院

光回線 • 光回線
• ADSL

遠隔医療センター／病院外来 病院外来



（２）遠隔医療を体験する	 

眼科の手術支援・診断支援で活躍する 3D-HD（立体ハイビジョン）映像を用いた遠隔医療

技術について、顕微鏡や映像関連機器等を操作し、実際の運用と同じ手順で遠隔医療を体

験しながら、映像の撮影・伝送・立体表示の仕組みを理解してもらいます。	 

	 

①3D-HD 遠隔医療システムの構成と各装置の役割を理解する	 

	 

	 

	 

	 	 

眼科検査顕微鏡眼科手術顕微鏡

HDビデオカメラ

３D映像調整装置

3D映像合成装置
（side-by-side エンコーダ）

HDビデオ会議端末HDビデオ会議端末 インターネット

3D映像復元装置
（side-by-side デコーダ）

3Dモニタ

3Dメガネ

2ch(L/R)の映像を合成
して1chの映像を生成

1chの合成映像を元の
2chの映像に復元

顕微鏡に、左眼用と
右眼用のHDビデオカ
メラを1台ずつ装着し、
医師が顕微鏡で観察
する眼球像を撮影

送信側受信側

左眼映像
(L)

右眼映像
(R)



②3D 映像の撮影と伝送（映像合成方法）を理解する	 

2 台のビデオカメラは、それぞれ 30	 frame/sec（１秒間に 30 コマ）の映像を撮影するた

め、3D 映像としては 60	 frame/sec のデータを持つことになります。しかし、既製の HD ビ

デオ会議システムは、最大で 30	 frame/sec までしか伝送できないため、撮影した 3D 映像

のうち、30	 frame/sec 分に相当するデータ量を、伝送前に削減しなければなりません。	 

	 

■	 HD ビデオカメラの	 撮影フレームレート	 

	 

■	 HD ビデオ会議システムの	 伝送フレームレート（最大）	 

	 

データ量を削減する方法は幾つか存在しますが、3D-HD 遠隔医療システムでは、3D テレ

ビにも採用されている s��e-��-s��e 方�（下図）を使用しています。L/R それぞれの水

平解像度を 1/2 に圧縮し、それらを合成して 1 つの映像として伝送する方法です。受信側

では、合成映像を元の L/R に復元して表示します。	 

L R L R

水平
解像度
復元

水平
解像度

圧縮

L/Rを合成

伝送
30 frame/sec

送信側 受信側

左眼用カメラ（Ｌ）
30 frame/sec

右眼用カメラ（Ｒ）
30 frame/sec

合計 60 frame/sec

30 frame/sec
30 frame分に相当す
るデータ量を削減しな
ければ伝送できない



	 

③3D-HD 遠隔医療システムを使用した遠隔診断支援を体験する	 

実際の運用手順に従って、3D-HD 遠隔医療システムを使用した眼科の遠隔診断支援を疑似

体験してもらいます。	 

 

顕微鏡に装着したHDビデオカメラ映像
の確認・調整

（左右のカメラ間で、傾き、撮影倍率、
フォーカスを合わせる）

地方病院旭川医大病院

HDビデオ会議端末を接続HDビデオ会議端末を接続

旭川医大の専門医と会話地方病院の医師・患者と会話

医師が検査を開始

HDビデオ会議端末の入力映像を室内
カメラからHDビデオカメラに切り替え

立体視観察しながら地方病院の医師
へ指示、アドバイス

HDビデオ会議端末の入力映像をHDビ
デオカメラから室内カメラに切り替え

旭川医大の専門医と会話地方病院の医師・患者と会話

HDビデオ会議端末を切断



電子顕微鏡観察実習　　
 　　　　　解剖学講座顕微解剖学分野　講師　平　義樹、　助教　暮地本宙己

　　　　　　　　 教育研究推進センター　鈴木智之

1927 年ドイツのハンス・ブシュが磁場の電子線に対するレンズ作用を実験で示し、これを応用してベルリ

ン工科大学のマックス・クノールとエルンスト・ルスカが最初の電子顕微鏡 (TEM) を 1931 年に開発して以

来発展し続けてきた電子顕微鏡は現代の微細構造の研究には欠くべからざる研究機器となっています。本実

習では透過型電子顕微鏡および走査型電子顕微鏡を実際に使用して生物試料を観察してもらいます。

ミクロの世界を観察すること
　物体をどれだけ細かく認識できるかは「解像度」によって決まります。人の目（肉眼）の解像度は 0.1mm

と言われております。これはヒトの卵細胞の直径に匹敵しますが、殆どの細胞は卵細胞より小さいため、細

胞以下の世界を見るためには光学顕微鏡や電子顕微鏡が必要となります。（図１）

光学顕微鏡の原理と限界
　まず身近な光学顕微鏡の原理を概説します。図 2 に示す様に光学顕微鏡は光源からの光を集光するコレク

ター及びコンデンサーレンズ、組織切片からの実像を形成する対物レンズ、実像を拡大して見る接眼レンズ

の３つのレンズ系からなります。このように光学顕微鏡では対物レンズを通して実像をつくりこれを接眼レ

ンズで拡大した虚像を見ることになります。光学顕微鏡ではこのような機構を用いて 1000 〜 1500 倍程度

の拡大観察が可能となりますが、可視光を利用するための限界も存在することになります。

　図１の様にミクロの世界を見るためには高分解能の装置が必要となります。光学顕微鏡で使用する可視光

の波長は 0.5µm 程度であり解像度は 100nm のオーダーですが、例えば細胞膜の厚さは 10nm に過ぎないた

め細胞の膜性器官の膜を観察する事が光学顕微鏡ではできないのです。

電子線の利用
　光学顕微鏡の限界を超えるためには可視光より短い波長の波を用いる必要があります。候補としてあげら

れたのは、電子線、紫外線、X 線、ガンマ線等ですが、電子線以外は進路を曲げるレンズの作成が困難なため（近

年では X 線顕微鏡なども考案され開発されています。）電子線がまず利用され電子顕微鏡が開発されました。

電子線は 100kV の加速電圧で波長が 0.0037nm、解像度が 0.1nm オーダーであり、細胞内の微細構造まで

観察が可能となりました。

図２　光学顕微鏡の光路図

図１　肉眼、光学顕微鏡、電子顕微鏡の分解能と生物の大きさ



透過型電子顕微鏡の原理と観察
透過型電子顕微鏡の構造
　図３に示す通り透過型電子顕微鏡の基本構造（原理）も光学顕
微鏡の構造と同等です。しかし、電子顕微鏡では可視光の代わり
に電子線を用いるため動作環境は下記の様に著しく異なります。
①電子は電荷を持つためその透過性を維持するためには光学系を

真空中に置かなくてはなりません。
②電子線はガラスレンズでは屈折させる事が出来ないため、磁気

レンズ（電子レンズ）を用います。磁気レンズとはコイルで磁
界を発生させ電子線を屈折させるレンズです。

③最終的に得られた像は蛍光版で可視光に変換され、それを観察
します。近年は CCD カメラの発達により、画像も電子化されて
います。

　上記の様な差はあるが、基本構造は光学顕微鏡と同等であり、
光路上に第１および第２コンデンサーレンズ、対物レンズ、中間
レンズ、投影レンズが配置されます。光学顕微鏡の接眼レンズに
相当するものが投影レンズですが、電子顕微鏡ではこれと対物レ
ンズの間に中間レンズを配し、変倍に寄与しています。

透過型電子顕微鏡で生物試料を観察するための準備
　電子顕微鏡観察に限らず生物のミクロの構造を観察するためには多くの場合、固定、切片作成と言った過

程を踏む必要がありますが、電子顕微鏡観察で特に必要となる技術について説明します。

固定法：細胞内の形態を主として観察する場合は光学顕微鏡で観察する場合に比べて強く膜構造の保持を行

う必要があり、それに合わせた固定方法が必要となります。特徴的な固定法にオスミウム塩による後固

定があります。後固定とは、通常の固定液（パラホルムアルデヒド、グルタールアルデヒド）で固定し

た後、四酸化オスミウム（１〜２％）で固定する方法です。オスミウムは脂質をよく固定するためリン

脂質を主成分とする膜の形態の保持が良くなります。

上記の方法により形態は大変良く保持されますが、物質の生化学的な性質（生理活性、蛋白質の立体構

図など）は著しく損なわれることになります。したがって電子顕微鏡下で免疫染色を行う免疫電顕法を

用いる場合は物質の生化学的な性質を保護するため比較的弱い固定法を用いるため、形態の保持はやや

悪くなってしまいます。形態と生化学的性質の保持はトレードオフの関係にあります。

超薄切片作成：電子線を十分に透過させるためには厚さ 0.1µm ほどの超薄切片を作成します。ただし、電子

線の加速電圧が高圧、超高圧を実現できる電子顕微鏡（超高圧電子顕微鏡）の場合は 1µm 以上の切片で

も観察が可能であり、電子線 CT 等の別の用途に用いる事が可能です。何れにしても光学顕微鏡で観察す

るのに比べて大変薄い切片を作成する必要が有るので、そのために試料はエポキシ樹脂に包埋し薄切に

はダイアモンドナイフ等を用いなくてはなりません。

電子染色：組織の微細構造のコントラストを高めるために酢酸ウラニルと鉛塩で電子染色を行います。

透過電子顕微鏡で観察できる画像

コンベンショナルな画像

　所謂一般的な電子顕微鏡画像です。２次元的な形態の情報として代表的なもので形態情報としては圧倒

的な情報量を持ちます。しかし形態以外の情報は多くありません。

     図 3　電子顕微鏡の光路図



免疫電顕画像

　免疫染色の結果を電子顕微鏡で観察する方法です。免疫電顕法には樹脂包埋前に免疫染色を行う包埋前

免疫染色法と包埋後の超薄切片に対して免疫染色法を行う包埋後免疫染色法があります。包埋前では形態

情報は比較的保たれるが、免疫染色によって示される局在情報はやや曖昧です。一方、包埋後では形態情

報は包埋前より劣りますが、高い局在情報を得ることができます。

３次元画像

　厚切り切片（0.5 〜数 µm）を用いて試料への電子線の投影角度をずらす事でステレオ画像を取得する事

ができます。この技術を用いて CT と同様な画像を取得する事ができ、これが電子線 CT です。H-7650 で

はオプションでこの機能が付いていますが、本学の機器には未実装です。

使用する電子顕微鏡の特性
　今回の実習で使用する電子顕微鏡は日立 H-7650 透過電子顕微鏡です。主な性能を下表に示します。

図 4　一般的な透過電顕像

図 7　ステレオペア像

図 5　免疫電顕（包埋後免疫法）
          金コロイドで局在表示

図 6   免疫電顕（包埋前免疫法）
DAB& オスミウムブラックで局在表示



本実習における観察対象
　今回主に観察する試料は再生医療の実験における組織になります。したがって通常皆さんが目にする成熟

した細胞とは異なり未熟な細胞が観察対象になるため、思い描いている電顕像とは随分異なるかもしれませ

ん。時間的に余裕があれば成熟した細胞を観察対象にいたしますので、比較してみて下さい。

H-7650 の簡単な操作方法
　H-7650 での試料の観察から電顕写真の撮影までを簡単に概説します。

1. 観察窓から直接あるいはルーペ越しに蛍光板に投影される像を観察するか、液晶モニターに映る像を観察

する。今回は複数人で観察するため液晶モニターを用います。

2. 倍率調整は A で、視野の探索には C と D を用いて行う。

3. 倍率と視野が確定したら焦点を合わせる。本器では F でオートフォーカスを使う事ができる。その後、E

で焦点の微調整を行う。

4. マウスを右クリックし画像をフリーズさせる。

5. マウスを右クリックし画像に名前をつけて保存する。

図 8-1　左操作パネル 図 8-2　右操作パネル

（文責　平）



走査型電子顕微鏡の原理と構造

透過型電子顕微鏡と走査型電子顕微鏡の違い
　光学顕微鏡の原理を図 2 にて示しましたが、更に詳しく分類すると光学顕微鏡は図 2 の様に試料を透過し
た光を使って観察するタイプと、周りからの光が試料に当たって反射した光を使って観察するタイプがあり
ます（図 9）。電子顕微鏡にも、電子線を試料に透過させるタイプと試料表面からでた電子を使って観察する
タイプがあります。前者が透過電子顕微鏡（Transmission Electron Microscope：TEM）であり、既述の通り
主に試料の内部構造を高倍率で観察する装置です。それに対して後者を走査電子顕微鏡（Scanning Electron 
Microscope：SEM）と呼び、特に試料表面の微細構造を高倍率で観察する装置です。
　図 10 に、各顕微鏡の基本的な構成（概念図）を比較して示します。 試料の下から光を当ててガラスのレ
ンズで拡大する光学顕微鏡の原理（透過型）は、光を電子、光学レンズを電子レンズに置き換えることによって、
既述の様に TEM となります。一方、SEM は電子源からの発生した電子ビームを、コンデンサレンズで絞り込み、
走査偏向コイルを用いて試料表面上に二次元スキャンし、試料から発生する二次電子を検出器で検出します。
この検出器信号を二次元スキャンに同期してモニタに表示しています。したがって、試料表面の拡大像を見
ている点では、反射型の光学顕微鏡、もっと身近なところでは、虫めがねの機能と同じと考えていいでしょう。

図９　２種類の光学顕微鏡

左が透過型で右が反射型です。

透過型は光源（あるいは反射鏡）により試料に光を当て、

試料を透過する光を観察します。反射型は実体顕微鏡

などが代表的なもので、周辺からの光が試料に当たり

その反射光を見ます。透過型は光を透過させなければ

ならないので試料はある程度の薄い切片にしなければ

なりません。この様に透過型と反射型は TEM と SEM

にそれぞれ相当することになります。

図 10  各種顕微鏡の比較概念図

光学顕微鏡と透過型電子顕微鏡に

ついては図 2 と図 3 も参考にし

てください。

SEM の特長
1. 低倍率から高倍率まですべての固体表面の観察が可能です。
2. 光学顕微鏡に比べて焦点深度が深く、立体的な画像が得られます。
3. X 線分析装置との組み合わせで、微小領域の組成分析が可能です。
4. 得られる画像はモノクロになります。
5. 真空中で、試料を扱います。



光学顕微鏡と SEM の像の比較
　光学顕微鏡像と SEM 像を日傘に使用されている UV カット繊維を試料にして比較してみます。 

図 11
光学顕微鏡で観察した繊維です。光学顕微鏡の像は、
色情報が得られます。しかし○印のところにフォーカ
スをあわせると、少し高さの違う部分はぼやけた像に
なってしまいます。
写真は拡大倍率 110 倍
図 12

光学顕微鏡と同じ倍率で SEM 観察しました。SEM の

画像は色情報がなく白黒画像ですが、焦点深度が深く

立体的な情報が得られます。 

写真は図 11 と同じ拡大倍率 110 倍

SEM の原理
　真空中で細く絞った電子ビームで試料表面を走査し、そのとき試料からでてくる情報（信号）を検出し

て画面上に試料表面の拡大像を表示する装置です。

真空中で電子ビームを試料に照射すると、図 13 の
ように２次電子、反射電子、特性 X 線などが放出
されます。
二次電子は試料表面近くから発生する電子で、それ
を検出して得られた二次電子像は試料の微細な凹凸
を反映しています。反射電子は試料を構成している
原子に当たって跳ね返された電子で、反射電子の数
は試料の組成（平均原子番号、結晶方位など）に依
存します。したがって、反射電子像は、試料表面の
組成分布を反映した像となります。

図 13. 入射電子ビームによる試料からの情報

　2 次電子は、表面の微細構造をよくあらわしていると記述しましたが、図 14 に試料の表面の凹凸に

対してどのように CRT 上に 2 次電子像（SE 像）の明るさが対応しているかを示してみました。
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図 14．表面形状の変化と２次電子量の変化



　前述しましたがもう少し詳しくＳＥＭの構造
を見てみます。
　SEM は左図に示すように、鏡体部と試料室、
ディスプレイおよび操作部からできています。
鏡体の内部は高真空に維持され、電子銃でつく
られた電子ビームが試料めがけて進行します
が、その過程でコンデンサレンズ・対物レンズ
といった電磁レンズによって細く絞り込まれま
す。また偏向コイルに走査信号を加えることに
より電子ビームの試料表面での走査が行われま
す。試料室には、試料移動機構を持った試料ス
テージと試料から放出された信号を検出する二
次電子検出器、装置によっては反射電子検出
器および X 線検出器が備え付けられています。
　試料室下部には鏡体および試料室内部を高真
空に排気するための真空ポンプが接続されてい
ます。 

1．電子銃
　金属から電子を放出させ、強い電界で加速す
る機構です。電子銃には電子の放出方法によっ
て、電界放出型（FE）電子銃、ショットキー
電子銃、熱電子銃の 3 種類があります。

2．コンデンサレンズ
　電子銃から放出された電子ビームを細く絞る
電磁レンズ（コイル）です。

3．偏向コイル
　電子ビームを X・Y 方向に走査させたり、走
査する領域（倍率）を変更するための機構です。
SEM の倍率とは、図に示すように、画像表示
エリア L の幅と試料上で電子ビームが走査さ
れる幅 W の比で決定されます。

4．対物レンズ
　電子ビームを細く絞るとともに試料表面に焦
点をあわせます。観察目的・分解能に応じてイ
ンレンズ、セミインレンズ、アウトレンズの 3
種類があります。

5．二次電子検出器
　試料から発生した二次電子を効率よく捕ら
え、電気信号に変換、増幅します。

6．ディスプレイ
　検出、増幅された二次電子の信号量を明るさ
に変換し、拡大像を映し出します。

7．真空ポンプ
　鏡体および試料室が高真空（10-4 〜 10-6Pa）
になるようポンプで排気しています。

SEM の構造

図 15. ＳＥＭの内部構造

図 16. 倍率の考え方

ブラウン管上の画面幅と試料上で電子線を走査して

いる幅の比

SEM の倍率 = — W
L

	

	

	  
	

	

	

	

	

	

	



１．まず自分の髪の毛を抜きます

２．試料台の上に髪の毛を固定します

　　なるべく引っ張った部分を除いて両面テープの上に

　　置き両端をはさみで切り、銀ペーストで固定します

３．金属コーティングします

４．観察します

	

	
	

	

	

	

		
	

		

	  
	

髪の毛の表面を走査電子顕微鏡で見る
テレビＣＭでもごらんになったことがあると思いますが髪の毛の表面のキューテクルを見て見ましょう。

金属コーティングとは　
　導電性のない試料を SEM で観察するために用いる方法です。試料表面に金属をコーティングすること
により導電性が得られ、試料に照射された電子が試料表面に帯電するいわゆるチャージアップ現象を防
ぐことができます。

イオンスパッタ装置の操作方法
①アルゴンガスボンベの元栓を開く

②スイッチをオン

③真空バルブを左９０度に回し引っ張り右に９０度回しロックする

④ＡＩＲが入ったら試料室上部のふたを上げ試料台に試料を置く

⑤試料室上部のふたを閉めゴム部がはまっているか、確認後

⑥スタートスイッチを押す

⑦自動で真空が引かれ、コーティングが始まります

　 約 10 分〜 20 分位（試料によって異なる）

⑧コーティングが終わるとＡＩＲが入りふたが開く状態になる。

⑨試料室上部のふたを開け試料を取り出す

（文責 鈴木（一部平））



免疫染色実習 ー 免疫染色法とは
　　　　　　　　　　　　　生命科学講座　教授　林　要喜知
１）はじめに

　免疫染色や関連した技法は、細胞内分子のイメージングに不可欠な方法であり、生命科学の研
究に大きな役割を果たしてきた。標的分子を標識方法では大きく蛍光抗体法や酵素抗体法などが
あり、光顕レベルだけでなく電顕レベルでの観察方法も開発されてきた。
　ここでは、蛍光抗体法で光顕レベル（蛍光顕微鏡や共焦点レーザー顕微鏡）での観察を中心と
した方法について解説する。

２）免疫化学染色の原理
　免疫染色とは、抗原抗体反応を利用して、細胞内外の構造やそこに局在する特定の蛋白質など
を検出する方法である。最近では、抗体に蛍光物質で標識し、特定の励起光をあて蛍光顕微鏡で
サンプルを観察する方法が一般的と
なっている。
　標識をする方法に、直接法と間接
法がある（図１）。直接法とは、特定
の蛋白質に対する抗体（１次抗体と
いう）を直接蛍光物質で標識したも
のを使う方法である。特異性は高ま
るが、感度が悪いし、１次抗体標識
に制約がある。
　もう一つの方法は間接法である。
これは、１次抗体を抗原とする２次
抗体に蛍光標識したものを用意し、
特別な蛋白質に１次抗体を反応させ、その後
２次抗体を反応させる手順を踏むものである。
感度は高まり、色々な実験に利用できる汎用
性がある。
　通常の顕微鏡を使う方法としては、抗体に
ペルオキシダーゼなどを結合させたものを使
う方法もある。

３）励起光と蛍光色素の波長
　蛍光物質に最適な励起光を照射すると蛍光
が放出される。この際、両方の光ができるだ
け重ならないような蛍光色素がこれまで多く
開発されている。また、重複する波長を顕微
鏡フィルターでカットすることで、より鮮明
な画像として観察できるように、様々なフィ
ルターも開発されている（図２）。蛍光標識の
長所の一つは、複数種類の標識分子の観察が
可能な点にある（多重染色が可能である）が、
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これは蛍光色素とフィルターの組み合わせを数種類選べるからである。

４）各染色操作のポイント
・サンプルの選択（できるだけ肉厚でない生物サンプルを選択すること）
　組織切片、培養細胞、胚（ホールマウントの動物）などがある。組織の場合あらかじめミクロトー
ムやクリオスタットで組織切片を作製しておくことがよい。培養細胞、口腔粘膜細胞、原生生成物、
動物の血液などはスライドグラス等にそのまま貼付けておくと便利である。

・固定（組織の変化を防ぐ処理）
　組織や細胞構造が壊されないように，先ずは固定することが必要である。そのため、パラフォ
ルムアルデヒド ( ４％ ) やフォルムアルデヒド（3.7%）に 30 分ほど室温で浸す。これらの液は生
理食塩水（PBS）で希釈しておく。
　使用した後の固定液は水道に流さない。廃液として蓄えておき、後ほど、業者に処分を依頼する。

・細胞膜透過処理（抗体が細胞内に自由に移動できるようにする処理）
　細胞内部の分子などを抗体で染色するためには、抗体が細胞内に自由に浸透していけるよう
な処理が必要である。そのため、細胞膜に孔をあけておく操作が使われる。TritonX100, NP-40, 
Tween20 などのデイタージェント（細胞膜分解洗浄剤 0.1~0.4% /PBS）で１〜４分処理する。また、
-20℃のエタノール（エタノールとアセトンの等量混合液）など有機溶媒で３分ほど処理すること
もある。

・マスキング（ブロッキング：抗体が抗原以外の場所に結合しないようにする処理）
　抗体が非特異的にあちらこちらに結合すると，シャープな画像が得られない。そこで、以下の
２方法がよく使われる。１つは 10mM グリシン (PBS) で 10 分程処理する。これにより残存する
固定液（アルデヒド基）をグリシン（アミノ基）でマスクする。さらに、細胞内外の余分なスペー
スを過剰な蛋白質で埋めておく。20%ヤギ血清や５％スキムミルクで 30 分から１時間程処理する
ことが多い。アルブミン、ゼラチン、牛血清などを適当な濃度で使うことも多い。

・洗浄操作（洗浄によって残存抗体による非特異的反応を抑える処理）
　一般的には、PBS に 0.05％ Tween20 を含んだものがよい。ただし，抗体の反応性が低い場合、
PBS だけで洗浄することもある。５分間ぐらいの洗浄を３回ほど繰り返すことが多いが、実験内
容によっては単に数回洗浄するだけの場合もある。この操作を抗体処理前に一度、処理後に３度
繰り返すのがよい。１次抗体や２次抗体の非特異的結合を低くすることに有効である。

・1 次抗体処理
　洗浄液などで希釈した抗体液にサンプルをつける。この時、抗体液が乾いてしまわないような
工夫が大切である。乾燥すると抗体による非特異的結合が強くなってしまい、洗浄などでも取り
除くことができなくなる。抗体処理は、室温で 30 分〜１時間ほどが一般的である。組織切片では、
４℃で一晩反応させることもあるが、湿箱にいれて４℃保存が望ましい。抗体液での処理が終了
したら、抗体液を吸い取り、残存する抗体を十分量の洗浄液を使って洗いながす。

・２次抗体処理
　基本的には１次抗体処理と同じであるが、蛍光物質が光で退色しないように暗所で作業をおこ
なう（蛍光灯を消すだけでもよい）。ただし、抗体処理中は遮光しておく。処理後の洗浄も同じよ
うに繰り返す。

・サンプルの封入
　余分な溶液をペーパータオルなどで吹いとる。スライドグラスに退色防止封入剤を１〜２滴た
らし、その上に、ピンセットでサンプルカバーグラスをひっくり返して載せる。このとき、気泡
が入らないように静かにスライドグラスをゆっくりと傾けながらのせていく。余分な液は吸い取



る。封入剤が固まるまで 30 分〜１時間程暗所においておく。すぐに観察しないときは、冷暗所に
保存しておく。

・顕微鏡観察
　蛍光顕微鏡 ( 図３) あるいは共焦点レーザー顕微鏡でサンプルを観察する。弱い染色性のサンプ
ルでは、出来るだけ早いタイミングで観察するのが望ましいが、強く染色されたサンプルでは２
〜３日冷暗所で保存しても問題がないこともある。

５）おわりに
　あらゆる分子に対する抗体の市販、蛍光物質の開発、共焦点レーザー顕微鏡、多重染色法の開発、
デジタル画像処理など、研究者が良質な免疫染色画像を得ることができる便利な時代になってき
た。また、最近では、廉価な蛍光顕微鏡も市販され始めている。
　一方、酵素抗体法による免疫染色も組織切片の染色などに利用されている。これは、高価な蛍
光装置がなくても免疫染色が出来ることに加え、染色サンプルの長期保存が可能であるからであ
る。ただ、酵素抗体法も基本は蛍光抗体法と同じであるが、内在性ペルオキシダーゼの不活性化
処理をしておくことが不可欠である。それゆえ、実験条件に応じてそれなりの創意工夫があれば、
色々な研究が可能となる。本稿が参考になれば幸いである。

 

a b 

c d 

 



免疫・蛍光染色実習　　（ワーキングプロトコール）

    心血管再生先端医療開発講座　特任准教授　　川辺淳一

【目的】

　免疫組織学的検査は、細胞や組織内に特定の蛋白・遺伝子が発現しているか、さらに、その局在も

観察することができる、生命科学研究において重要な実験方法です。ここでは、以下の実験目的のた

めに行う免疫染色法を体験してみましょう。

実験目的；　幹細胞から脂肪細胞あるいは神経細胞へ分化したか確認する。

　　　　（１）脂肪細胞への分化 ;　　（Ｆａｂｐ４発現の確認、BodiPY による細胞内蓄積脂肪の同定）

　　　　（２）神経細胞への分化；　　(b-3-tubulin、Nestin 発現の確認 )

【用意するもの】

　分化誘導した培養細胞、洗浄液（リン酸緩衝液（ＰＢＳ）および、0.3% TritonX 含むＰＢＳ）、一

次抗体 (anti-Fabp4 antibody, anti-b3-tubulin antibody, anti-Nestin antibody)、二次抗体（Alexa- 標識

抗体）、1% 牛血清アルブミン ( ＢＳＡ )、湿潤箱、染色バット（洗浄用）、封入（マウント）液、ピンセッ

ト、カバーグラス、キムワイプなど。

【手順】

①　チャンバースライド（図参照）上で培養した幹細胞を　適切な分化誘導培地で一定期間培養する。

②　固　定；培養液を取り除き、３７℃に温

めた２％ パラフォルムアルデヒド / ＰＢＳ

を加えて、３０分ほど室温で処理する。　

　（細胞を構成する蛋白を固定し、細胞形

状を保持させるため）

③　細胞膜の透過処理；スライドをＰＢＳで

洗浄した後、０．３％　ＴｒｉｔｏｎＸ /

ＰＢＳを加えて、20 分ほど室温で処理し、

ＰＢＳで再度洗浄する。（細胞膜に抗体が

通過できるような大きな孔をあけるため）

④　ブロッキング；０．１％ＢＳＡ／ＰＢＳを加えて、湿潤箱中で室温で 1 時間処理する。（非特異

的な抗体の結合を防ぐため）

⑤　一次抗体処理；ＰＢＳで希釈した一次抗体液を加えて、湿潤箱中で４℃で一晩処理する。　（特

定の細胞内蛋白（抗原）と抗体とを反応させるため）

⑥　一次抗体の洗浄；染色バットを用いて（図参照）ＰＢＳで洗浄する（5 分間を三回）。　（結合し

ていない余分な抗体を洗い流す）

⑦　二次抗体処理；ＰＢＳで希釈した二次抗体液を加えて、遮光湿潤箱中で室温で２０分処理する。

　（抗原と結合した一次抗体に対して、蛍光発光物質が付いている二次抗体を反応させるため）　



注；蛍光発光物質は光にあたると発光強度が落ちるため、蛍光顕微鏡での観察まで、途中の操作

過程で余計な光に暴露しないように注意する。

⑧　二次抗体の洗浄；染色バットを用いてＰＢＳ

で洗浄する（5 分間を三回）。　（結合していな

い余分な抗体を洗い流す）

⑨　マウント；スライドグラスにマウント液を一

滴たらし、カバーグラスをピンセットでもちな

がら、検体面を覆う。

　　（検鏡で全ての細胞の存在を確認するために、

マウント液には核を染色するＤＡＰＩ（青蛍光）

が含まれている）

       注；泡が入らないように、カバーグラスを静かに傾けながらのせていく。　

⑩　検鏡準備；スライドは暗所において、蛍光顕微鏡での観察にそなえる。



Appendix
　        解剖学講座顕微解剖学分野　講師　平　義樹

【蛍光抗体法以外の免疫染色法】

蛍光抗体法は比較的少ないステップで実験が完了する、多重染色が可能など多くの利点があり、現在免疫染色法の主

な手法として多くの研究室で用いられています。しかし蛍光顕微鏡やレーザー顕微鏡といった効果な顕微鏡が不可欠

であり、高等学校等の教育現場では実施がやや困難であります。ここでは通常の明視野顕微鏡で観察が可能となる

ABC 法の解説を行います。また、より一般的で応用範囲の広いパラフィン包埋切片を用いた方法を紹介します。

【組織切片の作成】

パラフィンに包埋した組織片から薄い切片を作成します。この時用いるのがミクロトームと呼ばれる器械です。こ

の器械を用いて 4 〜 10 μ m ほどの厚さの切片を作成し , スライドグラスに添付します。以下の操作はスライドグ

ラス上の切片に対して行う事になります。

染色バットと染色かご

脱パラフィンやアルコールシリーズ、切片の洗浄、キシレン透徹の過程は染色バットと染色かごを用いて行います。

【ABC 法による免疫染色法】

1. 　脱パラフィン

免疫反応は水の中で行われるのでキシレンに浸すことにより油であるパラフィンを取り除きます。金網製の染色か

ごにスライドグラスを入れ、それをキシレンの入った染色バットに入れて脱パラフィンを行います。切片をアルコー

ルに通したり洗浄するときも同じ方法で行います。

注意 ! キシレンは有機溶媒で大量に吸引すると有毒です。吸引しないためにドラフトで用います。

2. 　アルコールシリーズ

100%エタノールから 95%、90%、80%、70%、60%、50%と順に低濃度のエタノールにスライドグラスを移していき、

最後に蒸留水へ入れます。この様な過程を経るのはゆっくりと水に切片をなじませるためです。

4. 　3% H2O2 で 20 分間インキュベーション

ABC 法は最後にペルオキシダーゼの酸化反応を起こさせます。組織の中にはもともとペルオキシダーゼが含まれて

おり、そのままだと非特異的な反応が出てしまうので、事前にこの処置をしてペルオキシダーゼを処理しておきます。

3. 　マスキング（ブロッキング）

蛍光抗体法と基本的に同じですが、スライドグラス上の切片に薬液をかけ、中に水をひいた染色ボックス内にいれ

密封して室温でインキュベーションを行います。薬液をかける方法を次ページに示します。この方法は一次抗体処理、

二次抗体処理、ABC 処理の各処理で共通です。

写真は染色バットと染色かごです。

右の染色かごにスライドグラスを入

れ、溶液を入れた左の染色バットに

いれます。



切片への溶液のかけ方

写真に示す要領で切片に溶液をかけます。

① 切片周囲の洗浄液をろ紙で拭き取ります。

② マイクロピペットで 50 μ l 程度溶液を取り、切片の上にゆっくりかけ切片上に溶液の水滴を作ります。

③ スライドグラスをローリングさせ溶液を撹拌します。

4. 一次抗体処理（一般的に４℃で一昼夜処理します。）

5. 二次抗体処理（一般的に 32℃で１時間処理します。）

二次抗体は蛍光二次抗体の代わりにビオチンを抗体に付けたビオチン化二次抗体を用います。

6. ABC 処理

ABC とは Avidin - Biotin - Complex （アビジン—ビオチン複合体）の事です。32℃で１時間処理します。ABC は巨大

な分子になるため、これに色を付ければ明視野でも光学顕微鏡で検鏡することが可能です。

7. ジアミノベンチジン (DAB) で発色

0.01% DAB0.1MPBS(38 度 ) にスライドクラスを入れ、そこに DAB 溶液の 3/100 量の 30% H2O2 を入れよく混ぜます。

2 〜 10 分ほどでペルオキシダーゼの反応により ABC に茶褐色の色が付きます。

8. アルコール脱水

80%、90%、95%、100%、100%のエタノールを順に通して切片の脱水を行います。

9. キシレン透徹

切片をキシレンになじませます。

アルコール脱水からキシレン透徹の過程は次のバルサムによる封入のための準備です。バルサムは油性なので水分

を取り除く必要があるのです。

10. カナダバルサムで封入

これにより検鏡が可能になります。DAB による着色は蛍光に比べれば遥かに退色が遅いため、作成後長期に渡って

繰り返し観察する事が可能です。

次のページに ABC 法での分子状態の変化を示します。

【ABC 法の欠点】

ジアミノベンチジンは発がん物質なので取り扱いや処理には注意を要します。また発色の過程でもそれを見極める等

幾つかのノウハウが必要です。もし実際に実験を実施する場合はご一報いただければ更に詳しい解説を提供します。

① ② ③



ABC 法における一次抗体から ABC の反応までの分子レベルでの変化

1.　一次抗体のインキュベーション後

一次抗体が認識する特異物質に抗原抗体反応で付着してい

る。

2.　二次抗体のインキュベーション後

ビオチンを付けた二次抗体が一次抗体を認識し付着している

状態。

3.　アビジンービオチン複合体の形成

アビジンはビオチンと左図のように複合体を形成する。

4.　ABC のインキュベーション後

ABC は二次抗体のビオチンと反応し左図のように大きな複合

体を二次抗体の一端に付着させる。これにより認識しようと

する物質の位置を強調する。

一次抗体

物質

二次抗体
ビオチン

アビジン　＋　ビオチン　＝　アビジンービオチン
複合体 (ABC)

+ =

ABC

ABC 法にて免疫染色を施した組織像。一次抗体に

GFAP（Glial Fibrial Acdic Protein）に対する抗体

を用い、大脳皮質に存在するグリア細胞を茶褐色

で可視化している。ヘマトキシリン—エオシン染

色を併用している。



共焦点レーザ走査型顕微鏡
    旭川医科大学 教育研究推進センター 技術支援部 実験実習機器技術支援部門 

    日下部 光俊

【はじめに】

　光学顕微鏡というと、古典的なイメージや、光分解能が電子顕微鏡に及ばないという印象を持たれ

がちですが、光を用いることにより、試料の持つ情報を非侵襲で比較的容易に取り出せるという大き
なメリットを有しており、将来においてもその重要性はますます増大していくものと期待されていま
す。
　より高い解像度・コントラストで見るため、明視野 , 暗視野 , 位相差 , 微分干渉観察法などの顕微鏡
と共に各種の染色法が開発されてきました。蛍光標識 ( 蛍光物質で特異的にラベル ) して光った蛍光
を観察する蛍光顕微鏡により、医学研究分野ではポストゲノムの動きと相まって、2008 年ノーベル
賞 ( 化学賞 ) の受賞 [ 下村脩氏 ( 米ボストン大学医学校名誉教授 )、マーチン・チャルフィー氏 ( 米コ
ロンビア大学教授 )、ロジャー・チャン氏 ( 米カリフォルニア大学サンディエゴ校教授 )] で話題になっ
た緑色蛍光タンパク質 (GFP：Green Fluorescent Protein) を用いた生命機能解析に用いられ、その高
い分解能や定量性により研究に必須な機器となりつつあります。
　このような流れの中で共焦点レーザ走査型顕微鏡は、蛍光標識されたものを高い解像度と深い焦点
深度の両方を実現する顕微鏡です。この顕微鏡の特徴は、焦点の合った箇所だけの蛍光強度が得られ
るため、ボケの無い断層像の取得ができます。複数枚の断層像を用いて、試料内の局在を判断するの
に有効な 3 次元再構築像を得ることも可能です。
　このテキストは、蛍光の基礎知識、蛍光顕微鏡の原理、共焦点レーザ走査型顕微鏡の原理および、
得られる画像などについて簡単に紹介します。

【蛍光の基礎知識】

　蛍光物質に外部から特定の波長を持つ光 ( 励起光と呼ぶ ) を当てたとき、光の持つエネルギーを受

け取り一時的にエネルギーの高い励起状態となりますが、エネルギーの高い状態は不安定なため蛍光

物質はすぐに元の基底状態に戻る際に蛍光が放出されます。蛍光の性質として、次のようなことが知

られています。

・励起光強度の 10-6 〜 10-3 程度の非常に微弱な光

・励起光の波長と比べ、蛍光の波長は長い

・励起光を受けてから消光するまでの時間が短い

・褪色もしくは消光する ( 励起光を当て続けると、蛍光の強さは徐々に弱くなる )

・蛍光物質の周りの状態 ( 溶媒 , 温度 ,pH, 他の物質との結合状態など ) で、波長や強度が変化する

※光を出すがメカニズムが異なるもの

・ホタルの発光：発光物質のルシフェリン、酵素ルシフェラーゼ、ＡＴＰが反応して発光

　（化学発光と呼ばれます）

・夜行塗料など：発光寿命が長い物（燐光と呼ばれます）

　図１に、ある蛍光試薬の励起 (Excitation：Ex) スペクトルおよび、蛍光 (Emission：Em) スペクトル

( 横軸：光の波長 , 縦軸：励起効率 / 蛍光強度 ) を示します。励起 (Ex)・蛍光 (Em) スペクトルは共にピー



クを有する山のような形状をしており、ある程度の波長幅

を持ち、波長によって励起効率 / 蛍光強度に違いがあるこ

と、蛍光 (Em) スペクトルは、励起 (Ex) スペクトルに比べ

て長波長側にあることが判ります。

　蛍光試薬によって、励起 (Ex) や蛍光 (Em) スペクトルの

ピーク ( 波長 ) 位置が異なること利用して、試料に目的と

する蛍光を光らせるための波長を含む光 ( 励起光）を照射

し、目的とする波長範囲の光 ( 蛍光 ) を取り込むことによ

り、蛍光試薬の選択的な蛍光観察が可能となります。

【蛍光顕微鏡の原理】

　図 2 に蛍光顕微鏡の原理図を示し、図中の励起・吸収フィルタ、ダイクロイックミラーの各用語後

の括弧内は図 3 の光学特性 ( 横軸：光の波長，縦軸：光の透過率 ) 番号を示します。

　水銀灯光源から発した広範囲の波長を含む光は、励起フィルタによって目的とする蛍光を光らせる

ための特定の波長を含む光 ( 励起光 ) だけを通し、励起光を反射するダイクロイックミラー、対物レ

ンズを通って、試料へ照射されます。　

　試料から発した蛍光は、対物レンズ、蛍光を透過

するダイクロイックミラー、結像レンズを通り、吸

収フィルタによって目的とする波長範囲の光 ( 蛍光 )

をだけを選択し、カメラで撮像されます。

　多重蛍光染色している試料の場合、目的の蛍光に

対応する励起フィルタ、ダイクロイックミラー、吸

収フィルタを切り換え、それぞれの蛍光像を撮像し、

各蛍光像を重ね合わせて像を作ります。

波　長

図１  励起 (Ex)・蛍光 (Em) スペクトル

図 2  蛍光顕微鏡の原理図

図 3  フィルタ、ミラー光学特性



【共焦点レーザ走査型顕微鏡の原理】

　図 4 に共焦点レーザ走査型顕微顕微鏡の原理図を示します。レーザ ( 点光源 ) から発した励起光 ( 単

一波長のため励起フィルタは不要 ) は、ダイクロイックミラーで反射し、対物レンズを通って試料へ

照射されます。試料から発した蛍光は、対物レンズ、ダイクロイックミラーを透過し、結像レンズを

通り、共焦点ピンホールを通って吸収フィルタによって目的とする波長範囲の光 ( 蛍光 ) とし、その

強度 ( 蛍光の明るさ ) を光検出器により電気信号に変換します。

　共焦点の光学系は、図 5 に示すように焦点位置だけの情報が共焦点ピンホールを通過して光検出器

に到達し、焦点位置以外の光は共焦点ピンホールでカットされるため、深さ方向 (Z 方向 ) に分解能が

生じ、光学的断層像を得ることができること、光源が点状であるために隣接する横方向から迷光が生

 

 

 

 

	 



じないため、通常の顕微鏡と比べコントラストや分解能が向上します。

　共焦点の光学系は、基本的に１点照明かつ１点検出であり、そのままでは画像が形成できません。

そこで、図 6 に示すようにレーザビームを高速に 2 次元 (XY) 走査して各点の情報を集めて画像化す

る方法が用いられます。

　通常の蛍光顕微鏡像 ( 図 7-a) は焦点面前後の情報が被って細部が観察できなのに対し、共焦点レー

ザ走査型顕微鏡像 ( 図 7-b) では焦点面だけの情報が得られ、解像度・コントラスト共に優れた画像が

得られています。

 

【3 次元画像再構築】

　共焦点レーザ走査型顕微鏡を用い、試料の焦点面での光学的断層像を撮像するごとに、Z ( 深さ ) 方

向を移動させ、連続的に光学的断層像を撮像した連続断層像を得ることが可能です。図 8 に約 40 μ

m までの深さを 0.6 μ間隔で取り込んだ連続断層像例を示します。

　最上段の左端は、すべての断層像を投影 ( 重ねる ) して得られた像（ラグビーボールのような形状）、

a. 蛍光顕微鏡像 b. 共焦点レーザ型顕微鏡像

図７　顕微鏡像比較

図 8　連続断層像例（ユリ花粉の自家蛍光



以降順に Z( 深さ ) 方向を変えて得られた像を示しています。連続断層像より中空な形状 ( 蛍光を発す

る物が無いため中空として見えるが、実際中空とは限らない ) をしてる様子を想像できるなど、ある

程度の形状や局在の情報は得られますが、側面や裏面がどのような形状なのか判り難い状態です。

　得られた複数枚の断層像から、再構築して得られた 3 次元再構築画像を図 9 に示します。

　

　

　3 次元画像再構築により、任意な方向から表面や断面の観察が可能で、細胞や組織の構造や物質の

局在などを非破壊的・3 次元的に観察する非常に有効なツールとなっています。また、3 次元画像再

構築像を回転させる動画作成により、より立体的に観察することも可能です。

　試料は、固定された細胞等に限らず、生きたままの細胞に目的とするタンパク質を蛍光染色し、リ

アルタイムでタンパク質の挙動を観察することができます。また、共焦点レーザ走査型顕微鏡に細胞

培養装置を接続し、タイムラプス観察により長時間 (2 日程度 ) の観察も可能です。

【おわりに】

　このテキストでは、共焦点レーザ走査顕微鏡を主役として記述しましたが、蛍光染色試料を簡便に

観察できる蛍光顕微鏡も研究に役立てられています。

　今回のサイエンス・リーダーズ・キャンプ免疫染色実習の共焦点レーザ走査顕微鏡観察では、簡単

に装置の操作方法等の説明後、参加の皆様に装置を実際に操作して頂き、装置に関する理解を深めて

頂くと共に染色試料を用いて簡単に得られる『美しいミクロの世界』を堪能して頂く予定です。

【参考文献】
　・顕微鏡を学ぶ ( オリンパス社 HP　http://bioimaging.jp/learn/index.html) 
　・顕微鏡用語解説 ( オリンパス社 HP　http://www.olympus.co.jp/jp/lisg/bio-micro/terms/)
　・初めてでもできる共焦点顕微鏡 活用プロトコール　羊土社 2004 年

【ソフトウェア】
・オリンパス社製顕微鏡システムで取得したデータ ( 画像 ) を閲覧するソフト
　http://www.olympus.co.jp/jp/support/dl/software/fv10/index.cfm?product=fluoview
　　　( 入力フォームに必要事項を入力後、ダウンロードできます )
　※閲覧ソフトですので、計測、3 次元機能等は利用出来ません。
・FluoRender (3 次元再構築が可能なソフト )  
　http://www.sci.utah.edu/software/46-documentation/137-fluorender.html
　※ある程度の高性能グラフィックボートを搭載した PC で動作可能です
　　インストールや動作など、自己責任でお願いします。

a. 側面 b. 裏面 c. 任意な所を切る

図 9　3 次元再構築画像



合宿後の活動について

サイエンス・リーダーズ・キャンプの主旨は合宿を通じて得た知識、経験、ネットワークを活用して、

受講者各人が教育計画を立案し実践する事にあります。そこで受講者各人には下記の２項目を行って

いただきたいと思います。

1) 合宿の成果を活用した教育実践の計画を立案する。

2) 実践計画にしたがって教育活動を実施する。

1) については A4 で１〜２ページにまとめて提出していただきます。2) については実践レポートの形

で提出していただきます。A4 のページを用いる以外に書式は問いません。両者ともに MS ワードの

形式で作成し電子メールにて旭川医大 SLC 事務局まで提出をお願いします。

締め切りは 1) については９月末とします。2) については年度内の提出を基本的にはお願いしたいと

ころですが、受講者各位の多忙さ等に配慮して平成 27 年７月末を提出期限とします。提出された課

題については本学の SLC のウェブ上に載せる他、報告書に掲載させていただきます。２）については

本年度の報告書には平成 27 年 1 月末までの提出分が掲載されることになります。

1) および 2) で提出された課題のうちから旭川医科大学 SLC 事務局で幾つか選考し、その課題につい

て平成 27 年 1 月あるいは 2 月に実施するテレビ会議システムを用いた遠隔カンファレンスにおいて

発表してもらいます。その際には別途プレゼンテーション用のファイルの作成をお願いすることにな

ります。遠隔カンファレンスに必要な機器やログイン方法等は、2 日目の遠隔医療センター見学の際

に説明致しますのでご留意下さい。時間的に本年度は 1) についての発表が多くなると予想されます。2)

については次年度以降の遠隔カンファレンスで発表をお願いする可能性があります。

冒頭に記載した通り、受講者各人が日常の教育活動に実践して初めて受講者各位にとってのサイエン

ス・リーダーズ・キャンプが完了します。合宿参加後の積極的な活動を期待します。
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