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日時；2014 年 4 月 21 – 4 月 25 日 

場所；沖縄 (恩納村)・Seaside house  

 

＜Single Protein Dynamics in Cellulo2014の概要＞ 

 2014 年 4 月 21 日から 5 日間、国際ワークショップである SPDC2014 が、沖縄で開催され

た。このワークショップは、Okinawa Institute of Science and Technology (OIST)が主催するも

のである。参加者は、10 以上の国々から 49 人 集まり、17 人の講演者と 32 人の参加者で、

一分子レベルの解析から見えてくる細胞内でのタンパク質の機能について、活発な議論が

英語で行われた。特に、参加者が Ph. D の学生以上の研究者ばかりだったため、すべての発

表において、多くの質問が出され、議論が行われた。日本人参加者は、講演者を含めて、

18 人であり、国際ワークショップなだけあって、海外からの参加者が多かった。 

那覇空港から車で 1時間程度離れた恩納村にあるOISTの近くにある Seaside houseにて開

催された。Seaside house は、海から近く、参加者の宿泊施設も兼ねているため、宿泊した部

屋から沖縄の海を眺めることができ、お昼のお弁当を外にもっていきテラスで海を眺めな

がら食べたり、ビーチに足を運ぶ参加者もいた。このような施設にほぼ缶詰の状態で 5 日

間泊まり込みで、SPDC2014 が開催された。 

 

＜自分の発表 (ポスター)＞ 
The 31 participants in this workshop had poster presentations 20:00 – 22:00 in first, second and 

forth day. Topics of poster were wide and all researches employed imaging techniques with single 

molecular detection level. In second day, we had poster session with some kinds of alcohols, such as 

Okinawa rice wine, beer. So, participants talked about own research with relax in comparison with 

formal meeting. 

The title of poster is ‘Quantitative analysis of glucocorticoid receptor homo dimerization and 

transcriptional activity in single cell combined with microwell and fluorescence correlation 

spectroscopy’. In this symposium, I presented an overview of FCS-microwell system and system 

validations (Lower limit of quantification of EGFP and EGFP extraction) and then, the dissociation 

constant for homo dimerization of GR in WT, C421G (DNA-binding deficient) and A458T 

(dimerization deficient). About 9 persons visit to my poster and I got some questions and a 

suggestion. 

 

 
Q1; How do you distinguish between monomer and dimer? 

 I used counts per particle (CPP) obtained by FCS measurements. Homo-dimeric EGFP-GR has 

2-folds higher CPP than that of monomeric EGFP. And, CPP of EGFP-GR obtained FCS was shown 

by fraction of monomeric and dimeric EGFP-GR. Thefore, I calculated each fraction of EGFP-GR 

by CPP. 

 

Q2; Is there hetero dimerization? 

 Yes, GR was hetero-dimerized other nuclear receptor, such as mineral-corticoid receptor (MR). 

 

Q3; How size of glass stick was? Did you make PDMS chips in your lab? 

 The glass stick is about 10 mm in radius and 50 mm in height. PDMS chips were ordered to 

Fluidware corporation. 

 

Q4; How does this corporation make this chip? 

 In my memory, this corporation made template of this PDMS chip and PDMS was coagulated in 



this template. When you have detail information regarding with this chip, please contact to this 

corporation. 

 

Q5; How did you isolate in microwell? 

 PDMS chip with microwells was pressed on coverslips slightly by glass sticks in my system. 

Previously, glass weight was put on PDMS chip for pressing PDMS and isolating microwell. 

 

Q6; Do you know Örjan Wrange in Karolinska institute? How about collaboration to him? 

 I may read his article regarding with GR, but I’m not sure of Örjan Wrange. It is necessary to 

discuss about necessity of collaboration to him with my boss. But, purified GR was not used in my 

research. 

 

＜興味を持った発表＞ 

今回のワークショップでは、17 人の講演者が発表を行っていた。1 日に 4 人、1 人 1 時間

半の持ち時間の設定であった。また、ポスター発表は、20:00 から 22:00 までの二時間を初

日、二日目と四日目に行われた。最初の講演者でありオーガナイザーの一人である Ulf 

Skoglund (OIST)が、「発表中でも止めて、どしどし質問して下さい！」と宣言していたので、

その後の発表も、同じ形式で行われ、一つの講演で、多くの質問が出されていた。 

 

1.「Spatio-Temporal Interplay of the Single KcsA Potassium Channel」 

    Shigetoshi Oiki 
    Department of Molecular Physiology and Biopysics, Faculty of Medical Sciences,  

University of Fukui, Japan 

 

発表の概要は、回折 X 線追跡法 を用いて、ナノ結晶で標識したカリウムイオンチャンネ

ルである KcsA のチャネル開閉に伴うねじれる構造変化の動態を明らかにしたことを発表

していた。回折 X 線追跡法は、タンパク質に数 nm 程度のナノ結晶で標識し、そのタンパ

ク質を足場に固定する。それにより、タンパク質の構造変化したときに生じるナノ結晶の

回転運動を X 線の散乱パターンから観測する手法である。もともと、KcsA は、まわりの

pH に応じて、チャネルの開閉を制御可能であり、X 線結晶構造解析によるチャネルの開閉

においてねじれる構造変化が伴うことは、明らかになっていた。しかしながら、構造解析

では、明らかに出来ない構造変化のタイムスケールや動態については、明らかになってお

らず、その動態を一分子レベルでかつリアルタイムで明らかにしていた。同研究室から参

加していた Shimizu Hirofumi さんのポスター発表とあわせて、KcsA のポアの開閉は、

KcsA タンパク質のみならず、周りの脂質分子のチャージにも依存することを報告していた。

発表内では、脂質膜の構成成分をネガティブチャージした場合のみ、開閉する確率が劇的

に増加することを報告していた。このことから、ネガティブチャージの脂質分子の割合を

かえて実験した場合にどのような挙動を示すのかについて疑問をもった。KcsA は、４本の

腕のようなドメインをもち、このドメインが脂質分子と相互作用することが知られている

らしいので、KcsA の周りに確率的に 4 分子のネガティブチャージの脂質分子が存在してい

れば、チャネルの開閉が起こりやすくなると考えられる。Oiki 先生も Shimizu さんも、そ

のように考えているらしく、ネガティブチャージの脂質分子の割合をかえた実験を試行中

であると答えていた。 

 

 

 

 

 

 

 



2.「Bridging the gap between ensemble and single molecule fluorescence methods  

with image correlation spectroscopy」 

    Paul W Wiseman 

    Departments of Chemistry and Physics McGill Univerisity, Canada 

 

Paul W Wiseman は、Image Correlation Spectroscopy (ICS)について講演されていた。講演内

では、相関の定義から Spatio-Temporal ICS (STICS)や k-space ICS (kICS)の基礎とそれらの手

法を用いて、細胞内でのアクチン分子の動態や細胞膜上での EGFR の動態とリガンド結合

や受容体同士の結合におけるキネティクスについて解析した応用例まで説明していた。

STICS は、タイムシリーズの画像を取得し、空間と時間に対して相関をとることで、蛍光標

識された分子がどの方向にどの速さで動いたのかを解析する事ができ、kICS は、タイムシ

リーズ画像をフーリエ変換して、フーリエ空間において、時間相関をとることで、解析を

行う手法である。講演内で、kICS の有用性として、蛍光分子の性質と分けて、拡散定数や

リガンド結合などのキネティクスをより定量的に解析可能であることを述べていた。さら

に、Single Particle Tracking (SPT)で得られたデータと比較し、SPT に比べて、より高濃度 (高

密度)な状態でも kICS は、測定が可能であることを述べていた。解析例については、

Doublecortin (DCX)と微小管の解離速度定数やチューブリン上での拡散定数や B-subunit of 

holera toxin (CTxB)の GM1 へのアンカーとアクチンフィラメントのポリマー化を阻害した

場合のときの解離速度定数や拡散定数の変化を解析していた。興味としては、kICS により

解析する事で、蛍光分子のブリーチングやブリンキングなどの特性を分離して、定量的に

解析でき、一分子計測よりも濃度が濃くても計測できるのは、大きな利点であると考える。 

 

3.「Imaging Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) as a new tool  

for the Investigation of Bilayers and live cell membranes」 

    Thorsten Wohland 

    Department of Biological Sciences and Chemistry and Centre for Bioimaging Sciences,  

National University of Singapore, Singapore 

 

 Thorsten Wohland も、相関の定義から始め、FCS の基礎とシート状励起光と二次元検出器

を用いて、測定点を二次元に拡張した Imaging FCS (ImFCS)の有用性と human islet amyloid 

polypeptide (hIAPP)などの測定データを示していた。ポスターセッションの Anand Singh と

合わせると、二次元検出器として知られている EMCCD カメラ、CMOS カメラや APD array

検出器をそれぞれ試して、CMOS カメラや APD array 検出器においては、溶液中の蛍光分子

を観測可能なレベルまで時間分解能を向上させた。但し、hIAPP などの膜タンパク質の測定

において、EMCCD レベルの時間分解能 (~ms)でもタンパク質の動態を解析可能であるため、

EMCCD カメラを用いて、実験をしているらしい。このワークショップ中には、FCS を二次

元に拡張した測定システムについて、他の講演者も発表していた。共焦点顕微鏡を基盤と

した SLM (Spatial Light Modulator) による励起光の多点化と検出器にCMOSカメラを用いた

Multipoint-FCS について私達の研究室で測定システムを構築している。また、Vladana 

Vukojevićは、32X32 の APD array 検出器による二次元 FCS のシステムについて構築した話

題について触れていた。これらの講演を聞くと、FCS は、ある一点測定だったものが、二

次元に拡張され、細胞内の分子数や拡散定数 (拡散時間)の分布を観察することをめざして

いることがわかる。Thorsten Wohland の講演の中では、さらに 3D スキャンを組み合わせた

三次元に拡張した FCS 測定について触れ、サンプルは、忘れてしまったが、膜タンパク質

の拡散定数の 3D 分布が求められることを発表していた。 

 

 

 

 



＜SPDC2014 に参加した感想＞ 

 

 個人的には、国際ワークショップに初めて参加したが、以前にドイツのミュンヘンにあ

るマックスプランク生化学研究所の Schwille 教授のもとに３ヶ月間留学していたため、海

外の人にあまり引けをとられるようなことはあまりなかったと思う。参加者の中にいた台

湾から来ていた Lin Hui-Cin とは、彼女の測定システムについて、議論していて、彼女の言

っていることは、微妙に理解できたものの、自分の意見を正しく伝えられずにいたので、

今後の課題であると考える。そんなワークショップではあったものの多くの人と意見交換

ができたのは、とてもいい機会になったと思う。特に、ポスターの前で発表したのは、あ

まり多くはなかったが、それ以外の場面においても多くの若手研究者と英語で交流できた

のも参加者のほとんどが海外からのシンポジウムならではのことと考える。非常に有意義

なシンポジウムであったと改めて思う。 


