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Abstract: Medaka embryo will be accommodated in a fish container inside shield vessel. The vessel will be
loaded on Chinese recoverable satellite just before launch. The embryo will be kept on orbit for 2 weeks.
Samples will be removed from the satellite just after landing. The effects of space environment on medaka fry
will be analyzed from the view point of bone remodeling.
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3-1 研究目的

大すると考えられる。以上から、従来、主たる調査対

宇宙環境で孵化したメダカが地上環境に適応する過

象とされてきた重力に抗する骨ばかりでなく、全ての

程において、咽頭歯のリモデリングプロセスの変化を

骨のリモデリングに微小重力が影響を及ぼす筈である。

組織学・組織化学的手法によって経時的に解析し、微

すなわち微小重力による力学的負荷減少の影響が少な

This document is provided by JAXA.

い骨のリモデリングを調査することで、微小重力環境

る。

下における骨減少の詳細なメカニズムを明らかにでき

3-3 実験方法・装置の概要

ると思われる。

回収衛星搭載用容器（水槽容量約 150ml，Fig. 1）3

本研究では実験動物としてメダカを用いる。メダカ
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骨のリモデリングと同様の機構であると考えられる。
他の魚類では、分子マーカーの確認や電子顕微鏡な
どを用いた組織解析等はなされておらず、ここまで哺
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乳類と形態の類似した破骨･骨芽細胞の存在は示され
ていないことから、
メダカは哺乳類と同様の破骨･骨芽
細胞を有することが証明された唯一の魚類であるとい
うことができる。また、メダカの咽頭歯部は短い期間
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でターンオーバーする組織で生理的状態においても、
メダカの中で最もリモデリングが盛んに起きていると
ころである。そのため、咽頭歯部のリモデリングは造

Vacuum Vessel

骨・破骨細胞の活性変化を組織化学的に解析する格好
のモデルとなる。
本研究は微小重力環境下の骨減少メカニズム解明を
目指す研究の一部であり、今回は微小重力の骨リモデ
リングへの影響が回復する過程の解明に焦点を当てて
いる。その地上重力への適応メカニズムを解明するこ

Fig. 1 A schematic drawing of µAQH

とで、搭乗員の脱カルシウムに対する治療法につなが
る知見が期待でき、将来の長期の有人宇宙飛行に資す
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