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＜シンポジウムの概要＞ 

 今回のシンポジウムでは、細胞内ストレス環境下でのタンパク質やオルガネラのダイナミク

スに注目したタイトルだった。そのため、小胞体ストレスやマイトファジーなど細胞内ストレ

スやストレス応答に関する演題が多かった。聴衆者は、発表者と奈良先端大学の学生であり、

２０人程度であった。海外からの発表者がいるため、発表は英語で行われた。 

 

< My presentation > 

 My research is to establish the single-cell protein measurement system. The overview of 

measurement system is isolating the single cell in Microwell (diameter; 60 µm, depth; 40 

µm and volume; 113 pL) and single cell in each Microwell is lysed by using lysis buffer. And 

then, the cell lysate from single cell in Microwell is measured by FCS (Fluorescence 

Correlation Spectroscopy) measurement. 

 In this symposium, I presented the overview about this system and FCS, the lower limit 

for determination of EGFP concentration when the single cell is lysed in Microwell and the 

cell volume analysis. The following question in this symposium is written. 

 

Q: Is protein aggregation difficult to measure by using this measurement system? 

A: There are three states of aggregate protein. These are insoluble inclusion body, soluble 

oligomer and soluble monomer. By using this system, soluble oligomer and soluble 

monomer can be measured. But, insoluble inclusion body can not be extracted from the cell 

by lysis buffer. So, insoluble inclusion body is analyzed by imaging. I am interested in the 

soluble oligomer because soluble oligomer associates with some diseases. I will measure the 

soluble oligomer and soluble monomer as target protein. 

 

 

 

 

 

 

 



<Interesting presentation> 

｢Mitophagy in yeast｣ 

Tomotake Kanki 

Department of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Kyushu University 

 

マイトファジーとは、オートファジーを通して、ミトコンドリアを選択的に分解する経路であ

る。つまり、ミトコンドリアの品質管理を担っている。酵母でマイトファジーを起こさせると、

ミトコンドリア表面に局在するAtg32 にAtg11 が結合し、選択的なオートファジーの経路にて

ミトコンドリアを分解する。Atg32 とAtg11 の結合については、あまりよく知られていないた

め、今回 Atg32 と Atg11 の結合について発表していた。結合のメカニズムは、Atg32 がリン

酸化され、リン酸化されたAtg32 とAtg11 の結合を誘導し、マイトファジーを起こすと発表し

ていた。但し、Atg32 をリン酸化する酵素が不明であることなど、結合のメカニズムについて

は、まだ完全にはわからないとの事でした。しかし、Atg32 とAtg11 の結合を介して、成熟し

たミトコンドリアやダメージをおったミトコンドリアは、オートファジー経路に運ばれて、分

解されることにより、酵母内のミトコンドリアの品質を保っている。 

 ヒトの運動ニューロンなどでは、p62 というタンパク質が働くことによって選択的なオート

ファジーによる分解が行われていると言われている。しかし、酵母には p62 が存在しないので

どのような分子機構によってオートファジーが起こるのかが疑問に思う。マイトファジーに関

しては、ミトコンドリアに局在するAtg32とAtg11の結合が選択性を持たせていると考えれば、

納得できる。オートファジーは、面白い分解機構を持っているが、話が複雑な上に発展性とい

うと中々進歩しないのかもしれないと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



｢Regulatory mechanism of ubiquitin homeostasis｣ 

Yoko Kimura 

Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science 

 

 ユビキチンは、細胞内の様々な制御に関わるタンパク質で主にプロテアソーム分解に関わっ

ている。細胞内でのユビキチンの状態は、基質に結合しているものもあれば、フリーに動くポ

リユビキチンや単量体のユビキチンの状態もある。基質に結合するときは、E1、E2、E3 リガ

ーゼによって基質をポリユビキチン化する。また、ユビキチンの細胞内濃度を下げるために単

量体からポリユビキチンにすることもある。発表では、脱ユビキチン化酵素(Ubp4/Doa4)と

Doa4を抑制するRfu1と促進するBro1のユビキチンの細胞内濃度の制御について発表してい

た。発表によるとヒートショックを加えると、ポリユビキチンが Doa4 によって、単量体にさ

れて、ユビキチン化される基質が増える。これは、ヒートショックによって変性したタンパク

質を分解するためである。Rfu1 が、働かなるもしくは抑制されているから Doa4 が活発に働き、

ポリユビキチンを単量体ユビキチンにするのであるが、Rfu1 が抑制されるメカニズムについて

は、発表していなかった。 

 発表を聞いて、ヒートショックを与えたときに、ユビキチン化される基質が増えるという話

で、どうして増えるのだろうかと疑問に思いました。というのは、変性したタンパク質を分解

することは、第一の目的と考えられる。しかし、転写が止まっていなければ、タンパク質合成

は、持続的に行われていると考えると、生産されたタンパク質は、変性したものが大量にでて

くるのではないかと考える。これでは、悪循環しているように考える。そこで、ヒートショッ

クタンパク質 (Hsp)が生産されて、ヒートショック後に生産されるタンパク質は、正しく折り

畳まれたタンパク質にしているのではないかと考える。さらに、Hsp を生産するに当たって、

変性したタンパク質を壊して、アミノ酸を供給しているとも考えられる。また、他のストレス

でも同じような事が起こるのだろうかというのも疑問に思う。上記の考えが正しければ、ポリ

ユビキチン化される基質は増えるが、Hsp の代わりに、細胞内ストレスを抑制するようなタン

パク質などが生産されるのではないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



｢Roles of the nonstop mRNA surveillance in the maintenance of the ER translocon｣ 

Toshiaki Izawa 

Grad. Sch. Sci, Nagoya Univ 

 

 真核性細胞において mRNA の監視システムは、様々なステージにて行われている。これは、

mRNA の品質(正確性)や量を調整している。発表では、ノンストップ依存分解系(NSD)につい

て発表していた。これは、Nonstop mRNA (終止コドンが欠如している mRNA)から生産され

る不要なタンパク質を大量に生産しないようにするための mRNA の分解機構である。通常、

翻訳は、ER (Endoplasmic Reticulum) 上のリボソームにおいて行われ、一つの mRNA がリ

ボソームを通ることにより、タンパク質を生産する。しかし、Nonstop mRNA も例外なく、

翻訳されると、不要なタンパク質が生産され、ER ストレスなど細胞内ストレスを引き起こす

かもしれない。そこで、翻訳の途中で mRNA を分解して不要タンパク質が生産されても、低

く制御するようにしている。今回の発表では、Dom34 と Hbs1p の複合体が mRNA からリボ

ソームを取り除き、ski7p が mRNA のないリボソームを認識して、mRNA を分解するために

エクソソームをリクルートするモデルについて発表していた。 

 発表を聞いて、Ski7p によって連れてこられたエクソソームによって Nonstop mRNA を分

解しているのは、よいのだが、そもそも Nonstop mRNA が異常な mRNA なのだろうかと考

える。たとえば、あるタンパク質が大量に必要になったときに mRNA 上の終止コドンを認識

して、翻訳を終了させるという機能事態に時間がかかるのではないかと考える。もし、リボソ

ームという穴をそのまま脱けていけるような状態であれば、翻訳がスムーズに行くのではない

かと考える。しかし、北村さん曰く、マーマリアンの場合、タンパク質が一度にたくさん必要

になる場合において、貯蔵されている mRNA をリリースして翻訳することで、タンパク質を

大量に生産している。また、mRNA の翻訳の最後の方になると、リボソームと mRNA の結合

が弱くなると考えられる。この状態では、翻訳として正確なものが行えないと考えられるため、

Nonstop mRNA は異常なmRNA であると考える。また、途中まで翻訳されたタンパク質のリ

ボソームからのリリースがどの段階で起こる事なのかも疑問に思いました。 

 

<Impression of participating for this symposium> 

 今回のシンポジウムに参加して、また一つ新しい事を学ぶことができました。特に

mitophagy に関して、シンポジウム外で話を聞くと、mammalian の時と autophagy を起こす

分子機構が異なる事 (まだ解明されていないだけで、根本的には同じだと考える。) や演題に

関して詳しく記してある論文を教えてもらいました。さらに英語でのシンポジウムのため英語

を勉強する良い機会だったと思います。あまり、私の研究テーマを話すことはなく、質問もあ

まりなかったのですが、シンポジウム中に体験した事は、大事な経験だと思います。 

 今回のシンポジウムで一番問題だと感じたことは、英語での質問の聞き取りがあまりできず

に、答えられなかった事です。今後、リスニングとスピーキングを勉強して、対応できるよう

にしたいと思います。特に、リスニングに重点を置いて、英語の勉強をしたいと思います。 


