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DMD方式なら可能です。
光刺激したい領域が
多角形でも複数でもサブミクロンでも
セットアップが顕微鏡でも自由行動下でも

１台で可能です。自由行動下での

脳深部の蛍光イメージングと

複数任意領域への光刺激を

数ミクロンの分解能で

DMDとは｜Digital Mirror Device。100万枚の極小ミラーが並べられた光学デバイスです。
このミラー１枚１枚の反射を制御することで、任意に作成した領域（形･パターン）を
ターゲットに照射することができます。領域は絵を描くように作成することができますので、
どのような形の領域にでも照射可能で、また複数の領域にも同時に照射することが可能です。

オアシスインプラント プラットフォーム OASIS Implant Platform
動物頭部にはインプラントGRINレンズとレンズ保持用の軽量ヘッドマウントのみ装着。
動物への負荷が最小限に抑えられ、より自由な行動を実現します。

ワイドフィールド照射光源（LED光源）や光刺激用光源（LED光源、レーザー光源）、
CCDカメラ、ミラー、フィルターなどは本体に収納･接続されているモジュール設計です。
光源の追加･変更やCCDカメラの変更など将来的な機能拡張が容易です。
蛍光タンパク質を変えてもフィルターなどの交換だけで使用できます。
最初はカルシウムイメージングだけから始めて、後から光刺激機能を追加することができます。

自由行動下 任意領域 光刺激対応
蛍光イメージングファイバースコープ
OASIS Implant Freely-Behaving Cellular-Resolution Calcium Imaging & Optogenetics

DMD方式 任意領域 光刺激モジュール
ポリゴン1000｜POLYGON1000
DMD-based Cellular-Resolution Pattern Illuminator

カルシウムイメージング Calcium Imaging

ワイドフィールド照射LED光源で数万本の光ファイバーを束ねた
イメージングファイバー全体を光らせ、脳にインプラントされた
直径500μmのGRINレンズからの蛍光画像を高解像度CCDカメラ
を使用して撮影します。ヘッドマウント顕微鏡よりも高解像度の
カメラを使用できますのでより鮮明な画像を撮影できます。

カナダ マイテックス社
メーカーサイト
mightexbio.com
多数の動画、お客様の
使用例など掲載。

イメージング ファイバー
コア径3μmの光ファイバーを
約30,000本程度束ねました

ワイドフィールド照射
光刺激（オプトジェネティクス）

蛍光

ピンポイント ニューロン光刺激
Cellular-Resolution Optogenetics

Bilateralも対応可能

POLYGON1000-G
デモ機

ご予約受付中

狙った領域･ターゲットにピンポイントで思い描いたままの形（パターン）･波長･強度での光刺激を実現する
DMD方式 任意領域 光刺激モジュール。お手持ちの顕微鏡と組み合わせて、すぐにお使いいただけます。
OASIS Implantと組み合わせれば自由行動下での任意領域光刺激を行うことができる画期的システムを構築可能。

任意の複数の領域に｜カメラでとらえた範囲内の任意の領域（複数領域も可能）に光を照射。
照射光の形は○△□などはもちろん、どんな形でも描画作成可能。
対物レンズの倍率によってはサブミクロンの分解能で狙った細胞･ニューロンに照射できます。

任意の波長で ｜ １台のPOLYGON1000で複数の波長を照射可能（同時に複数波長照射は不可）波長数に制限はありません。

任意の光強度で｜ （MIGHTEX社製 LEDコントローラーとの組み合わせで）それぞれの照射パターンごとに光強度を設定可能です。

主要顕微鏡対応｜ Nikon, Olympus, Zeiss, Leica社製の正立顕微鏡・倒立顕微鏡に対応したアダプターを用意しています。

鏡筒と落射照明
ポートの間に装着

落射照明
ポートに装着

OASIS Implant本体にPolygon1000
DMD任意領域光刺激装置を組み合わせ、
複数の狙ったニューロンや細胞を同時に
サブミクロンの分解能で任意の形状･波長･
強度で光刺激することが可能です。
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モデル POLYGON1000-G POLYGON1000-G POLYGON1000-DL POLYGON1000-DL

フロントチューブ (2Xはオプション） 1X 2X（照射エリア4倍） 1X 2X（照射エリア4倍）

使用可能光源 ライトガイド入力 外部 LED光源
（コア径3mm）

光ファイバー入力 外部 レーザー光源
（コア径400μm, NA0.22推奨）

波長域 UV対応 350nm - 700nm 400nm - 700nm

ニコン
顕微鏡(1X)

照射エリア 6.2 x 9.9mm 12.4 x 19.8mm φ 6.2mm φ 12.4mm

ピクセルサイズ 7.6µm 15.2µm 7.6µm 15.2µm

オリンパス
顕微鏡(1X)

照射エリア 5.5 x 8.9mm 11.0 x 17.8mm φ 5.5mm φ 11.0mm

ピクセルサイズ 6.9µm 13.8µm 6.9µm 13.8µm

価格（顕微鏡アダプター含、税別） 3,432,900円〜
アーリーアダプターキャンペーン

3,761,400円〜
アーリーアダプターキャンペーン

4,482,900円〜 4,811,400円〜

OASIS Implant 
オアシス インプラント本体カメラ

POLYGON1000
任意領域
光刺激モジュール

外部励起光源

イメージング用
光源

イメージング
ファイバー

光源コントローラー

OASIS Implantは新しいタイプの脳深部イメージング＆光刺激ツールです。

一般的なヘッドマウントタイプのマイクロ顕微鏡と違い、カルシウムイメージング撮影用のカメラ、フィルターなどの
光学機器を動物から離れた本体に収めました。これにより動物頭部への重量負荷を減らすとともに、
より高解像度のカメラの使用を可能にしました。カメラ・光源・フィルターなど本体に装着する全ての機器は交換が
可能なため、異なる蛍光タンパク質を使った観察を１台の装置で行うことができます。
動物と本体の間は直径3μmの光ファイバーを約3万本束ねたイメージングファイバーでつなぎます。
イメージングファイバーを使用するメリットは任意領域の光刺激を行えることです。
POLYGON1000 DMD方式 任意領域 光刺激モジュールを本体に装着することにより、最高3μm程度の分解能での光刺激
が可能となります。これはヘッドマウントタイプのマイクロ顕微鏡では不可能な機能です。
（任意領域光刺激に関しては隣ページのDMD方式任意領域光刺激モジュール POLYGON1000をご覧ください）
また、ファイバーフォトメトリーを高分解能にしたような蛍光トラッキングも可能です。
ファイバーフォトメトリーでは数100μmの領域での蛍光を計測しますが、イメージングファイバー使用した
蛍光トラッキングでは数μmの領域を複数箇所同時に計測することができます。

線条体のライブレコーディング画像

DMD方式 任意領域光刺激モジュールには２つのモデルを用意しています。
POLYGON 1000-G ｜ライトガイド入力の光源に対応したモデルでUV域の350nmから使用可能です。
POLYGON 1000-DL ｜光ファイバー入力の高出力光源に対応したモデルです。照射エリアは円形になります。

フロントチューブとは｜照射領域を拡げることのできるオプションです。標準品は１X（1倍）ですが、２Xフロント
チューブを装着することで照射領域が縦横比2倍、面積比で4倍になります。最小ピクセルサイズが大きくなりますが、
最小ピクセルサイズでの照射が必須でなければ、照射領域が拡がるメリットが大きいです。
脱着可能ですので、取り外せば１Xでの使用もできます。使用される対物レンズとの組み合わせでご検討ください。

照射エリアと対物レンズの関係｜上記表の照射エリアは等倍の場合です。例えば10倍の対物レンズを使用した場合には、
照射エリアは1/10になり、最小ピクセルサイズも1/10となります。

アダプター｜顕微鏡での使用にはアダプターが必須となります。主要4メーカー（Nikon, Olympus, Zeiss, Leica）に
対応したアダプターを用意しています。正立顕微鏡用のアダプターには３つのスロットがあり、POLYGON1000使用時
には10％透過、90%反射のダイクロイックミラーを装着したポートを使用し、POLYGON1000を使用しない場合はオー
プンのポートを使用することでPOLYGON1000を取り外すことなく光路を確保することができます。

光源｜MIGHTEX社にて多種のLED光源およびレーザー光源を用意していますのでご相談ください。
また、お手持ちの光源を使用することができる場合もあります。POLYGON1000はBNCを介してLVTTLの送受信が
できますので、対応する光源（コントローラーを含む）をお持ちであればお使いいただけます。

構成例｜470nmでの任意領域光刺激
LED光源の出力は要求される条件に依存しますが、MIGHTEX社では出力２Wの高出力モデル（Type-H）を
用意しています。

Fluorescence Position and Intensity tracking
脳深部リアルタイムイメージの特定箇所の蛍光強度を追跡することで
行動との関連性を理解するデータを作成することが可能です。
ファイバーフォトメトリーと比較しても非常に細かい位置での
ニューロンの活動を把握することが可能です。

OASIS ImplantとPOLYGON1000 任意領域光刺激モジュールとを組み合わせることで、自由行動下の動物の脳深部の
任意の箇所（複数も可能）に任意の形（パターン）でピンポイントの光刺激を与えることができます。
これはオプトジェネティクスの手法とヘッドマウント顕微鏡のメリットを併せ持つ新しい光刺激の方法です。

1本の光ファイバーは直径約3μm、
その分解能での任意領域光刺激が可能。

構成例
GCaMP6 イメージング

+ 
任意領域光刺激

イメージング、光刺激
方法の比較

POLYGON1000
DMD方式
任意領域光刺激

OASIS Implant
蛍光イメージング
ファイバースコープ

OASIS Implant 
& POLYGON 1000

ファイバー
フォトメトリー

ヘッドマウント
顕微鏡

Ca2+イメージング（画像） - ★★★ ★★★ - ★★★

Ca2+イメージング（光量） - ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

光刺激分解能 ★★★
サブミクロン

★
数100ミクロン

★★★
サブミクロン

★
数100ミクロン

★
数100ミクロン

複数領域 光刺激 ★★★ - ★★★ - -

複数波長 光刺激 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★

DMD方式 任意領域光刺激モジュール
POLYGON1000 ポリゴン1000

自由行動下 サブミクロン光刺激対応 蛍光イメージングファイバースコープ
OASIS Implant オアシス インプラント


