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＜概要＞ 

 今年の生物物理学会からすべて英語の口頭発表になり、９分の発表に２分半の質疑応答

の形式だった。演題としては、去年とあまり変わらず約６００あり、分野も多岐にわたっ

て行われた。他にも午前中にシンポジウムやお昼時にランチョンセミナーが行われた。 

 

＜自分の発表＞ 

Title: Quantification of total number of the protein in single cell by using Microwell and 

Fluorescence Correlation Spectroscopy 

 

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 meeting of Biophysical society, 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, modification of this system with two-color fluorescent proteins 

(EGFP and mCherry) and Glucocorticoid Receptor (GR) measurement for application of 

this system. The following question in this symposium is written. 

 

Q: Why was correction equation used? 

A: The background signal contain in denominator of autocorrelation function before 

correction. When EGFP signal is small compared with background signal (EGFP 

concentration is low.), the fitting of autocorrelation function is not done well and then, 

number particle is estimated correctly. So, I used correction equation for estimating 

number particle correctly. 

 

 

 

 



＜興味を持った発表＞ 

‘Temperature measurement inside organelles with fluorescent 

nanothermometers’ 

 

Kotaro Oyama1, Masao Takabayashi2, Satoshi Arai3, Shinji Takeoka2,3,4,  

Shin’ichi Ishiwata1,3,4, Madoka Suzuki3,4 

(1Dept. Phys., Sch. Adv Sci. Eng., Waseda Univ., 2Dept. Life.Sci. Med. 

Biosci.,Sch. Adv. Sci. Eng., Waseda Univ., 3Comp. Res. Org., Waseda Univ., 
4WABIOS, Waseda Univ., Singapore) 

 

 細胞内では、様々な化学反応が起きている。化学反応では、吸熱、発熱する過程がある

ため細胞内の極小部位の温度変化が起こっている。発表は、蛍光を使うことによってオル

ガネラなどの細胞内の極小部位の温度変化を測定するという内容であった。実際に使って

いるセンサーについては発表されなかったが、温度変化によって蛍光強度の変化がみられ

る。従来の温度センサーは、化学的なパラメーターなどに依存して蛍光強度が変化してい

たが、pH 変化や周りのイオンによる変化が見られないため、生細胞内で温度変化とオルガ

ネラの位置（空間情報）の情報を同時に取得することができる新しいプローブができたと

発表していた。 

 私の興味としては、蛍光強度変化により細胞内の温度変化がわかるという所に興味があ

り、タンパク質分解が起こっていれば、その部分の温度も上がっているのではないかと考

える。また、この分子がリソソーム内の酵素によってセンサーとして影響を及ぼさないの

であれば、autophagy によるタンパク質分解が起こっている瞬間を感知できるのではない

かと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Conformational alteration of SWAP-70 PH domain induced at the membrane 

surface’ 

 

Naomi Tokuda1, Katsuhisa Kawai1, Young-Ho Lee2, Takahisa Ikegami2,  

Hitoshi Yagisawa1, Yasuhisa Fukui3, Satoru Tuzi1 

(1Grad. Schl. Life Sci., Univ. Hyogo, Japan, 2Inst. for Prot. Res., Osaka Univ., 

Japan, 3Natl. Hlth. Res. Inst., Taiwan) 

 

 SWAP-70 は、核局在配列である Nuclear Localization Sequence (NLS)を持っている。

これにより、核内へと局在する。PI(3,4,5)P3 が絡んでいることからシグナル伝達の一部を

担っていると考えられる。発表内容は、遠紫外線 CD スペクトル(Far UV CD spectroscopy)

と固体 NMR (solid-state NMR spectroscopy)を用いて、SWAP-70 の核内へ移行する際の構

造変化を検出したという内容であった。SWAP-70 は、C 末側にα-ヘリックスを持ち、ヘリ

ックスの中に NLS が組み込まれている状態で通常存在している。ここに細胞膜内側（細胞

質側）にある、PI(3,4,5)P3 と相互作用すると構造変化をし、α-ヘリックスがほどける事が

NMR の結果から示唆され、SWAP-70 は、PI(3,4,5)P3を離れ、importin によって核へと輸

送されると発表していた。 

 私の興味としては、Glucocorticoid Receptor (GR)も同じような機構で核移行が制御され

ているのではないかという事と SWAP-70 が importin と出会うまでには、ある程度時間が

あるとして、α-ヘリックスをほどいた状態で拡散している状態はありえないのではないかと

いう事にあり、GR の場合も同じでリガンドが結合することで内側に隠されていた NLS が

露出することで核移行が行われる。また、SWAP-70 の場合だと、α-ヘリックスに組み込ま

れている事で、importin がアクセスできないため核移行を制御している。ただ、SWAP-70

が PI(3,4,5)P3 から離れた後、importin と出会うまで拡散しているかはわからないが、α-

ヘリックスは完全にはほどけていなく、PI(3,4,5)P3 を離れた後、すぐにα-ヘリックスに戻

るのではないかと話していた。確かに、核移行後にもα-ヘリックスの巻き戻しが起こると考

えると、かなり安定していると考えられるが、importin と相互作用するまでの時間と巻き

戻しが完了するまでの時間のどちらが早いかと考えるとシグナル伝達はうまくいかないよ

うに考えるので、PI(3,4,5)P3と相互作用した SWAP-70 を importin が奪っていく形で働い

ているのではないかと考える。また、どのように SWAP-70 のα-ヘリックスがほどかれてい

るのかも、まだわからないとの事でした。 

 

 

 

 

 



＜全体の感想＞ 

 英語の発表は二回目といっても、とても緊張しました。また、直前にパソコンが起動し

ないなどかなり焦る初学会でもありました。一方で、研究室での発表練習やホテルでの通

し練習もあって、発表自体は、焦ることなくできたと思います。発表内容としては、蛍光

物質の濃度を測定することにより細胞の体積を見積もる事ができるという点が明確でなく

わかりにくかったと金城先生からご指摘され、一言二言で説明しようとしていたのでわか

りにくくなってしまったのだと思う。質問の方も、英語で質問できたので、初学会にして

は、大変良い経験ができたと思います。また、帰ってきて、聴いた発表を振り返ると、膜

タンパク質関連が多かったので、研究室に入った当初の膜関連で何かやりたいというのは、

忘れていなかったという事を実感しました。今年は、もう外で発表する機会がないと思い

ますが、来年（M2）は、もっと色々な所で発表（できれば英語で）できたらと思います。

最後になりますが、私の学会参加の際に関わって下さった方、ありがとうございます。 


