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＜概要＞ 

 今年の生物物理学会は、去年のすべての演題が口頭発表に比べて、従来の方式である口

頭発表とポスター発表の二つが執り行われた。演題としては、口頭発表が約３００、ポス

ター発表が約６００あり、分野も生物物理学会ならではの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企業のランチョンセミナーが行われた。 

 

＜自分の発表＞ 

Title: Quantification of Glucocorticoid Receptor of homo-dimer in single cell by using 

Fluorescence Correlation Spectroscopy 

 

My research is to determine the affinity of Glucocorticoid Receptor (GR) in formation of  

homo-dimer in single cell level by using single-cell measurement system. It is 

well-known that GR is dimerized by Dexamethasone (Dex). Our 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). 

 In this meeting of Biophysical society, I presented the overview about this system, 

system validations (lower limit of quantification of EGFP and EGFP extraction) and 

then, the affinity of Homo-dimerization of GR. And about 10 persons visit to my poster 

and there are about 15 questions (similar question isn’t written below Q&A.). 

 

Q1: Why was correction equation used? 

A1: 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. 

 

 



Q2: Why EGFP extraction is determined in comparison of cell volume by measurement 

system and images. 

Q2: If EGFP was extracted from cell completely and didn’t flow out from microwell, the 

concentration of EGFP in microwell after lysis was estimated correctly against cellular 

EGFP concentration before lysis. Therefore, when cell volume is calculated by these 

concentration values and microwell volume (113 pL), cell volume should be estimated 

correctly. To check that this cell volume was correct or not, I compared with cell volume 

by Z-stack images. 

 

Q3: How do you check whether PDMS chip is pressed on coverslip or not? 

A3: The scattering of glass surface can be monitored by CCD camera. When PDMS chip 

was pressed on coverslip, Z-position of scattering shifted lower than that of position 

before pressing PDMS chip.  

 

Q4: Can cellular concentration of target protein be estimated by using this method? 

A4: Yes. Monomeric other fluorescent protein (ex. mCherry) is expressed with EGFP 

labeled protein. Cell volume is calculated by other fluorescent protein and the 

concentration of target protein is estimated by EGFP. By using cell volume, microwell 

volume and concentration of target protein, cellular concentration of target protein can 

be calculated. 

 

Q5: Is 20min incubation of Dex enough for reaction of dimerization of GR?  

(Is reaction saturated?) 

A5: Yes. After ligand binding, GR is dimerized and translocates to nucleus. After 20min 

incubation, Almost all GR were located in nucleus. Therefore, I think that 20min 

incubation is enough time. 

 

Q6: Did you determine relationship between other interaction partner and dimerization 

of GR. 

A6: No, I didn’t. But, I carry out Mass Spectroscopy in order to determine interaction 

partner. Now, some bands of interaction partner were detected by electrophoresis after 

immune precipitation. I think that interaction partner can be determined soon and the 

relationship between interaction partner and dimerization of GR can be determined in 

single-cell level by this system and FCCS analysis. 

(* This questioner has already known FCS and FCCS method.) 

Q7: You will carry out mutant experiments. How about other ligand experiments for 



drug screening? 

A7: I think that I will carry out mutant experiments as next and other ligand 

experiments can be carried out instead of Dex. If there are ligands inhibiting 

dimerization of GR, the effect of these ligands can be checked in single-cell level for drug 

screening, I think 

. 

＜興味を持った発表＞ 

｢Super-resolution imaging of mRNA nano-structures in stress granule｣ 

Ko SugawaraKo SugawaraKo SugawaraKo Sugawara, Kohki Okabe, Akihiko Sakamoto, Takashi Funatsu 

Grad. Sch. Pha. Sci. Univ. Tokyo 

 

 発表の概要としては、超解像顕微鏡である STORM を用いて、ストレス時に形成される

ストレス顆粒の形成過程（細胞内の個数や大きさ）を固定細胞を用いて、測定したという

内容である。データとしては、ストレスを与えている時間に対して、ストレス顆粒の数が

減少し、顆粒の大きさが大きくなるというものであった。このことから、ストレス顆粒形

成において、初めに小さな顆粒を形成し、その小さな顆粒同士がつくことで、さらに大き

な顆粒を形成しているということを述べていた。用いているプローブが mRNA に対するア

ンチセンスな配列に Cy3,Cy5 でラベルしたものを用い、mRNA を検出しているため、形成

しているドット構造は、ストレス顆粒であると考えられるが、ストレス顆粒であることを

示すのであれば、ストレス顆粒マーカーである TIA-1 や G3BP などの局在についても観察

するべきであると考える。また、生細胞で実験できれば、ドット構造の形成についてとそ

の構造がストレスを抜いたときに脱凝集する過程を測定する事ができるので、生細胞での

実験をしてほしいと考える。特に、凝集体などのドット構造の形成については、知見があ

っても、その構造が脱凝集する過程というのは、まだ知見としては少ないと考えるので、

ぜひやってほしいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢ Live-cell secretion imaging assay of the inflammatory cytokine from human 



monocytes｣ 

YYYYoshitaka Shirasakioshitaka Shirasakioshitaka Shirasakioshitaka Shirasaki1,2, Nanako Shimura1,3, Nobutake Suzuki1, Kazushi Izawa4,  

Asahi Nakahara1,2, Mai Yamagishi1, Yoshie Harada5, Shuichi Shouji2, Ryuta 

Nishikomori4, Osamu Ohara1,6 

1RCAI, RIKEN, 2Grad. Sch. Adv. Sci. Eng., Waseda Univ., 3Grad. Sch. Med. Pharm., 

Chiba Univ., 4Grad. Sch. Med., Kyoto Univ., 5iCeMS, Kyoto Univ., 6KAZUSA DNA Res. 

Inst. 

  

 発表の概要は、小さなウェルを用いた単一細胞由来の IL-1βの分泌を ELISA 法 (Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay)と TIRF 顕微鏡を用いて、検出したという内容である。彼

らの目的は、IL-1βの分泌過程を研究することである。データとしては、Lipopolysaccharide 

(LPS) 刺激後にクラシカルな ER-Golgi 分泌経路でも分泌されていることを示していたが、

この経路で分泌される量（実際には、分泌された内の抗体で検出された量）があまり多く

なく、細胞がアポトーシスしたときにウェルの中で多量に検出されたというものであった。

このことから pyroptosis の経路を介して、IL-1βを放出していそうだと発表者は述べていた

が、他のファクターを考えると、分泌経路については、詳しいことは、まだ言えず、ELISA

法と TIRF 顕微鏡と小さなウェルを組み合わせた測定システムが構築されたというところ

で発表は終わっていた。 

 個人的に、システムのフタがないため、単一細胞由来の IL-1βを検出しているのか、はた

また、IL-1βのオートクリンや他の細胞からの IL-1βの作用によって分泌制御されているた

め ER-Golgi 分泌経路での放出が少なくなっているのではないかと、システムとして問題な

いのかどうかが気になる所でした。 

 

＜感想＞ 

 今年の生物物理学会は、名古屋で行われたことが起因しているのかわからないが、モー

タータンパク質やロドプシンなど光受容体関連の演題がかなり多く、その分野に演題が偏

っていたように感じました。去年は、あれもこれも聞きたいと思って、キャンパス内を走

り回っていたが、今年は主に光受容体関連の分野とタンパク質・物性分野に参加して、今

まであまり関わってこなかった分野を知ることができてよかったと思いました。また、自

分のポスター発表については、FCS を知っている人から知らない人まで様々な人がきて、

質問をしていただいたので、とても参考になりました。もう、一ヶ月後には、ドイツに行

くことを念頭に入れて、振り返ってみると、学会に参加して、最終日に英語でポスター発

表を聞き、英語で質問していたことが一番の収穫だったのではないかと思います。懇親会

参加など、ここには、書ききれないほど、様々な面で実りのある学会参加になったのでは

ないかと個人的には、感じました。 


