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＜概要＞ 

今年は、筑波大学に近いつくば国際会議場にて日本生物物理学会年会が開かれた。昨年

の金沢大学で開かれたときには不参加だったので、久々に学会の空気に触れたような気が

した。一般演題における口頭発表はなく、シンポジウムとポスター演題だけの年会だっ

た。それとは別に、今年から学生発表賞なるものが追加され、学生の積極的な学会への参

加が促されたように思う。 

 ポスター演題としては三日間で９００演題ほどあり、東京に近いこともあるのだろうと

思うが、一分子イメージングや原子間力顕微鏡(AFM; Atomic Force Microscopy)の演題が多

かったように思う。学会総会が発表した数字では 1400人ぐらい参加し、研究発表を通して

情報交換などを密に行っていた。 

 さらに、学会総会にて一分子イメージングで活躍された木下一彦先生を偲ぶ石渡信一先

生によるシンポジウムが開催されて、参加者全員で木下一彦先生の思い出話などを共有し

た。 

 

＜ポスターセッション＞ 

 二日目のランチョンセミナー後の午後に一時間程度のポスター発表を行った。残念なが

ら、あまり多くの人が来ず、４人にしかポスター説明をしなかった。その中で OIST の Ulf 

Skoglund先生のところにいるポスドクの方や現在は理研の御子柴先生のところに移られた

坂内先生が来られて、研究の進捗を伝えられたのはとても良かったように思う。 

 発表内容は、「ホモ二量体グルココルチコイド受容体と転写活性の関連」についてで、三

色の蛍光相関分光法とマイクロウェルチップを組み合わせた手法を用いて行った研究であ

る。データについての議論というのはあまりなかったのですが、今後の研究発展について

質問された。 

 

Q1; 転写活性とグルココルチコイド受容体(GR)の単量体や二量体の割合との関係性につい

て。 

A1; 転写活性と GRホモ二量体の濃度は、ピアソンの相関係数が 0.6程度になるのに比べ

て、単量体の濃度やホモ二量体の割合では 0.05から 0.2程度まで減少するため、ホモ二量

体と関係があると考えている。GR単量体もMMTV 配列に相互作用し、転写を ON にする



と考えられるが、早いレートで結合乖離を繰り返すため弱いピアソンの相関係数が得られ

たのだと考える。GR の DNA 結合に関してはポスター114にて発表しています。 

 

Q2; 将来的にどのように研究が発展していくのか？ 

A2; GRホモ二量体と転写活性の関係については明らかになってきたので、転写抑制につい

ても関係性を知りたいと考えています。それは、GR 単量体が転写抑制する機構(GRが NF-

B などの転写因子と相互作用し、その転写因子の転写を抑制する)に関与する事が示唆さ

れているので、この測定システムを使うことで同様に計測する事ができると考える。 

 さらに、複数の遺伝子の転写活性をシングルセルでモニタリングしたいと考えている

が、さらなるマルチカラーイメージングについては顕微鏡条件が非常に厳しいので、マイ

クロウェルを改良して、RT-PCRによって転写活性や転写抑制を測定するシステムの構築

を行っていきたいと考えている。そうすれば、シングルセルにおいて、GRの単量体及び

ホモ二量体のそれぞれの濃度と転写活性及び転写抑制を測定する事が可能であり、GR 単

量体/ホモ二量体の状態と転写制御の関連性を明らかにする事ができると考える。次世代シ

ーケンサーと組み合わせれば、シングルセルでの転写制御パターンを網羅的に解析できる

ので、ある一部の遺伝子ではなく GR が制御する遺伝子と GR の単量体とホモ二量体の状

態変化がシングルセル内にてどのように結びついているかを明らかにする事ができると考

えています。 

 

Q3; How about time-dependency of this relationship? 

A3; If the transcriptional activity is dependent on the concentration of homodimeric GR, 

transcriptional activity is changed along with the concentration of homodimeric GR in the nucleus at 

every time point. For example, GR translocates in the nucleus after the addition of ligand. In other 

words, GR accumulates in the nucleus, expecting that GR homodimer also does. We examine the 

accumulation of GR homodimer in the nucleus and transcriptional activity by luciferase imaging 

during translocation to investigate the relationship between the degree of accumulation of GR 

homodimer and transcriptional activity. 

 

Q4; However, complex formation with cofactors is important to drive the transcriptional machinery 

on the genome. So, GR dimer complex is key factor to transcriptional regulation, but not GR dimer 

in the nucleus. 

A4; I agreed your suggestions, because our laboratory data indicated the complex formation of GR 

with interacting proteins, such as cofactors in the nucleus. The accumulation of GR homodimer in 

the nucleus could induce the complex formation of GR homodimer with cofactors, according to 

dissociation constant manner. We expect that the accumulation of GR homodimer during 

translocation is involved in the complex formation with cofactors and transcriptional activity.  



 

＜気になったポスター発表及びシンポジウム口頭発表＞ 

ポスターセッション 

1Pos107 

“Cholesterol Mediated Mechanism for Signaling Cluster Formation of Epidmal Growth Factor 

Receptor” 

Michio Hiroshima1,2, Masahiro Ueda1, Yasushi Sako2 

1. RIKEN QBiC 

2. RIKEN Cellular Informatics Laboratory 

 

EGFR の細胞膜上でのクラスター形成は、シグナル伝達において重要である。しかしなが

ら、膜がどのような状態にときに EGFR がクラスターを形成するのかについてはよくわか

っていない。その部分について明らかにするために、コレステロールを除きコレステロー

ルを後から添加する実験を行っていた。コレステロールは、膜分子の間に挟まって、膜物

性を変化させる。特に、ラフトドメインにはコレステロールが多く存在し、固い膜構造を

作る事が知られている。つまり、ラフトドメインが EGFR のクラスター形成に関与してい

ると考えて、実験がスタートしている。基本的には一分子イメージング法を用いて、細胞

膜上の EGFR の拡散状態を測定していた。コレステロールが添加されているときに、

Mean-square displacementが時間に対して頭打ちになる関数になっていた（自由拡散の場合

は直線関数）ため、ラフトドメインなどに捕捉されている様子が確認され、ヒストグラム

による拡散定数の解析により三成分になっていた。特に、一番遅い成分は不動成分である

と述べていた（一分子イメージングの昔の論文でも核内の mCherry標識のヒストンも同程

度の拡散定数が得られていたので、不動成分である事はリーズナブルである。）。以前に、

楠見先生の研究室にて行われた GPCRの研究ではラフト構造内では 90 ms とかなり遅い拡

散をしていることが知られていたため、不動成分がどういう意味をもっているのかが気に

なった。 

 私個人的には、膜タンパク質の膜上でのクラスター形成やラフトドメインへの集積はシ

グナル伝達に密接に関与していると考えているので、下流のシグナル伝達経路まで話がつ

ながるととても面白いし、膜上でのダイナミクスとシグナルの伝播がどのような関係性に

あるのかはとても興味があるトピックである。 

 

 

 

 

 

 



1Pos235 

“Effect of estrogen and androgen on hippocampal synapses: gender difference of male and female” 

Asami Kato1, Yasushi Hojo2, Yoshitaka Hasegawa1, Yusuke Hatanaka1, Suguru Kawato1,3,4 

1. Grad. Sch. Univ. of Tokyo 

2. Dept. Biochem., Saitama Med. Univ. 

3. Dept. of Urology, Juntendo Univ. 

4. Dept. of Urology, Teikyo Univ. 

 

今年の生物物理学会の中では他のグループにおいて、唯一の核内受容体の演題だと思

う。ラット初代培養のニューロンにおいて、エストロゲン受容体とアンドロゲン受容体が

スパイン形成や Long-term potentiation (LTP)にどのように関与しているのかを研究してい

た。どういった経緯で研究がはじまったのかについて忘れてしまったが、エストロゲン受

容体のリガンドである 17-estradiol (E2)と dihydrotestosterone (DHT)をそれぞれ添加する

と、non-genomicな経路を通して下流のキナーゼ群が活性化されてアクチンのポリマー化

が増えるため、スパインの形成が促進される事を明らかにしていた。Genomic な経路が気

になったので、genomic と non-genomicな経路をどのようにして判別しているのかを質問し

た。 

 核内受容体の基本的な部分において、リガンド結合した核内受容体は核へと輸送される

ため、non-genomicな経路は如何にして起こるのか質問したが、この研究において核内受

容体は部分的には輸送されるものの輸送されない分子も存在して、その分子が non-

genomicな経路を活性化させているのではないかと述べていた。しかしながら、そのとど

めておく機構について質問したが、まだわかっていないらしい。グルココルチコイド受容

体もリガンド存在時に、細胞質画分にて RNA と相互作用し、nonsense-mediated mRNA 

decay (NMD)経路を通して mRNA の分解に関与しているので細胞質にとどまる機構につい

てとても興味をもった。 

 本題とはそれるが、我々の研究室のテーマとも関係し、細胞質における核内受容体のホ

モ二量体形成についても興味があったので質問した。グルココルチコイド核内受容体にお

いては、上記で述べたように核酸である mRNA と相互作用するため、GRと mRNA の相互

作用を生細胞内及び溶液内で明らかにする事ができれば、面白いと思った。 

 

 

 

 

 

 

 



1Pos235 

“Genetically encoded ratiometric fluorescent thermometer with wide temperature range and rapid 

response” 

Masahiro Nakano1, Yoshiyuki Arai1, Ippei Kotera2, Kohki Okabe3,4, Yasuhiro Kamei5,  

Takeharu Nagai1 

1. ISIR, Osaka Univ. 

2. RIES, Hokkaido Univ. 

3. Grad. Sch. Pharma., Univ. Tokyo 

4. JST, PRESTO 

5. NIBB 

 

蛍光タンパク質を用いた温度センサーに関する研究である。私が金城研に配属された頃

からまだ永井研が北大にある時からの知り合いの中野さんがポスター発表をしていたの

で、聞いてきた。蛍光タンパク質のカラーバリエーションを増やす事が盛んになっていた

頃に永井研で開発された Sirius (青色蛍光タンパク質)が使われていた。Siriusは UV領域で

の励起のため、細胞ダメージなどを考えると使用が限定される蛍光タンパク質である。そ

のため、あまり論文にて Siriusを使った論文を見たことがなかった(検索をあまりしていな

い事もあるが)。Siriusは周りの温度に対して鋭敏に蛍光強度が減少する。蛍光タンパク質

一般的な話として、周りの環境においてクエンチングされて蛍光強度が減少する。もっと

もわかりやすい例として酸性側 pH において GFP はクエンチングされて、蛍光強度が減少

する(リソソーム内など)。これまでに温度に反応するポリマー分子などが世に出てきてい

るが、蛍光タンパク質としては聞いた事がなかった。特に、温度に鈍感な蛍光タンパク質

と敏感な蛍光タンパク質(Sirius)の蛍光強度の比から温度測定していた。赤外線レーザー照

射の ON と OFFを切り替える事により、周囲の温度上昇を早いレスポンスで検出する事が

出来る事を示していた。以前のポリマー分子を用いた研究において、核内で温度が高い事

がわかっているので、この手法でも確認していた。さらに、温度センサーをミトコンドリ

アなどに局在化させることにより、ある特定の細胞内小器官における温度測定も可能であ

る事を示した。 

シリウスは、UV に近い波長での励起のため、励起光による細胞ダメージが大きくなり

やすいため、タイムラプス観察は難しいのではと質問したが、弱い励起光で観察すれば可

能であると述べていた。また、核内で温度が高い事について何を反映しているのか質問し

たが、温度を上昇させる要因については以前から行われている温度センサーポリマーなど

の実験でも明らかになっていないため、まだよくわからないと述べていた。温度は細胞内

の化学反応に対して密接に関与する物理パラメータのため、温度を測定する事の意義はわ

かるが、何か応用例のようなものを示してくれると温度測定の意義をさらに考えられると

日々思っていたが、そのことについては解消されないままだった。 



 

 

シンポジウムセッション 

1SBA-05 

“Visualization of native glutamate receptors in live neurons or neuronal tissues for minority cell 

study” 

Shigeki Kiyonaka (Grad. Sch. Eng., Kyoto Univ.) 

 

このシンポジウムは多くの細胞集団の中にあるマイナー細胞が全体に対してどのような

影響を与えているのかについて考えるものであったため、多くの細胞を一度に可視化する

手法がメインとなるシンポジウムであった。他にも面白い講演があったが、個人的には膜

上受容体のラベル標識技術に興味をもった。 

細胞膜上の内在性のグルタミン受容体について解析するにあたって、抗体と量子ドット

を用いた一分子イメージングが行われてきた。他にも SNAP タグなど小さなタグをつけた

実験が行われてきている。この発表では、リガンド指向性アシルイミダゾール(LDAI; 

Ligand-directed acyl imidazole)を作製し、リガンドがグルタミン受容体に結合すると、化学

修飾する事ができるらしい。詳しい反応についてはメモをとっていないので機構はわから

ない。ただし、膜上の内在性の受容体にタグなど不要で標識する事ができるため、大きな

蛍光ラベルによってタンパク質機能が失われているなどの議論が不要になると考えられ

る。これによって、培養細胞レベルから厚い脳組織切片の内在性の受容体を蛍光標識する

事が可能であり、拡散ダイナミクスの可視化が容易になった事を報告していた。 

しかしながら、標識効率が 20%程度であるため、一分子イメージングなどには有用なツ

ールとなりえるが、標識されていない分子がバックグランドとなってしまうため、受容体

の二量体などの解析には向いていないと考える。 

 

3SAA-06 

“Imaging RNA in living neural circuits with hybridization-sensitive fluorescent probes” 

Dan Ohtan Wang (Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto and K-CONNEX) 

 

このシンポジウムでは、新しい蛍光センサーや蛍光標識を用いた蛍光計測技術による細

胞生物学研究を題材として行われた。ATP センサーである A-Teamで有名な今村博臣先生

もこのシンポジウムにて BRETを基盤とした B-Teamを開発して行った研究について話さ

れていた。私の興味は、シンポジウムの最後の講演である新しい RNA 標識プローブの講

演についてである。上でも述べたが、グルココルチコイド受容体は mRNAに相互作用し、

NMD 経路を介して mRNA の分解に関与する。よって、RNA を既存の FISH 法など固定細

胞ではなく生細胞において蛍光標識し、その結合乖離などを含めたダイナミクスや合成と



分解のメタボリズムのバランスを研究する事は重要であると考える。 

 蛍光プローブは、D514という蛍光を発する化合物とその両末端に mRNAにハイブリダ

イズするための配列が付加されている。講演においては、mRNAの polyA テールを標識部

位としていたため、TTTTTT(D514)TTTTTT のようにプローブを作製していた。これを細胞

に導入する事により、RNA のライブセルイメージングを可能にしている。同様の研究を東

大の船津先生の研究室にて行われているが、数年前に学生のポスター発表を聞いた時には

RNAに結合していないものも蛍光を発するため、RNA のライブセルイメージングはまだ

難しいとされていた。今回の場合も同じような事が問題になると思って聞いていると、ど

ういうメカニズムかはわからなかったが、両側の末端につく核酸鎖がクエンチングするよ

うに機能するため、ある RNAにハイブリダイズしたときのみ蛍光が発せられる仕組みに

なっているらしい。また、非特異的なプローブを除く必要もないため、より簡便に RNA

のライブセルイメージングが可能になったと考える。 

 実際に使うにあたって、結合解離定数や標識効率及び細胞毒性が気になったが、講演内

に情報が提示されていたので、質問しなかった。結合解離定数は、およそMオーダーに

あり、標識は 100 ms 程度で飽和するようなので細胞内に導入されてからすぐに標識される

事がわかった。さらに、細胞毒性はないらしいので、ライブセルイメージングには適した

RNAプローブである事が伺えた。 

 

 

＜感想＞ 

 昨年の金沢で行われた日本生物物理学会に参加していなかったので、久々に学会の空気

に触れました。一つ一つの演題に対して長い時間かけて聞いていたので、全部で２０ぐら

いのポスターしか聞くことができなかったが、かなり充実した時間を過ごせたと思う。来

年は、熊本で開催されるようなので、とても楽しみではある。 

 今年は、同世代が卒業してポスドクになっている状態だったので、それぞれの一年目と

しての悩みなどを共有する機会があった（だいたい同じような悩みをもっているようだっ

たけど、それぞれ楽しんでいるようだった。）。個人的には京大の七田研究室の小島君と名

工大の神取研究室からお茶ノ水大の由良研究室に移った山田君と帰りのつくばエキスプレ

スで少し話し込む事ができ、研究を頑張っていこうと思った。ポスター発表の会場でも

OIST シンポジウムで知り合った御子柴研究室の坂内先生や老木研究室の清水先生、さらに

Ulf研究室のポスドクの方に研究進捗を話せる機会があってとても嬉しく思う。来年また

会うことになるだろうけど、それまでにどこまで研究が進められるか頑張りどころである

と思い、帰路についた。 

 


