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＜概要＞ 

 第５２回生物物理学会は、北海道大学を初めとして旭川医大や室蘭工業大学に所属する

方々によって、東札幌にある札幌コンベンションセンターにて行われた。午前中と午後に

シンポジウムセッションが行われ、午前と午後のシンポジウムセッションの間にポスター

セッションが行われた。３日間を通して、およそ 1000 のポスター演題があり、シンポジウ

ムも２５セッションあった。シンポジウムの会場では、ほとんどの会場で立ち見がでるほ

ど盛況だったと考える。 

 

＜自分の発表＞ 

Title: Quantification of glucocorticoid receptor homo-dimer and transcriptional activity 

in single cell by fluorescence correlation spectroscopy 

 

My research is to unveil relationship between the amount of homo dimer of 

glucocorticoid receptor (GR) and transcriptional activity from single cell using 

fluorescence correlation spectroscopy and microwell (FCS-microwell system).  

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

measurement system is isolating the single cell in microwell (diameter; 60 m, depth; 

40 m 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. 

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

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

dissociation constant for homo dimerization of EGFP-GR (WT, C421G, A458T). Eight 

persons came to my poster and there are about questions. 

 

Q1: How long does single cell culture in microwell? 

A1: Around a day, because single cell was divided in microwell around a day. 

 

Q2: Is single cell dead in microwell? 

A2: Some cells was dead during culture in microwell. However, almost all cells adhered 

and cultured in microwell. 



Q3: How many single cell is in microwell? 

A3: The number of measurable microwells is 339. The yield of single cell in microwell 

was 20% to 30%. Therefore, about 60 to 100 cells were in microwell. Additionally, 

transfection efficiency was also involved in measurable number of single cells.  

 

Q4: Can biological treatment such as different ligand, drug and so on was carried out in 

each microwell? 

A4: No. This microwell system was same biological treatment in one chip. However, I 

have a plan to develop microwll chips. This chip does not have bottom and is closed by 

coverslips and oil. If this chip is developed, biological treatment and lysis buffer is added 

from the side of oil in each microwell. Moreover, the cell lysate is picked up from each 

microwell and apply to RT-PCR and mass spectroscopy.  

 

Q5: How many molecules are in effective volume at lower limit of EGFP concentration? 

A5: In absence of background correction, 0.3 molecules were in observation volume. In 

contrast, 0.02 molecules were at in presence of background correction. 

 

Q6: How do you calculate theoretical diffusion constant of homo dimeric EGFP-GR? 

A6: Homo dimeric EGFP-GR have 240 kDa. The theoretical value of homo dimeric 

EGFP-GR was calculated by molecular weight of homo dimeric EGFP-GR (240 kDa), 

EGFP (27 kDa) and diffusion constant of EGFP. The minus cube of ratio between 240 

kDa and 27 kDa was multiplexed with diffusion constant of EGFP. 

 

A7: Is it same condition between EGFP and EGFP-GR for calculation of theoretical 

value and comparison of data? 

A7: Single U2OS cell was lysed in microwell by same lysis buffer between EGFP or 

EGFP-GR expressed cell. Therefore, the measurements were carried out in similar 

condition, such as viscosity. 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜興味を持った発表＞ 

2P079 

｢MMV-4SR: Development of basic detection system in Single Cell Biology 

(SCB)｣ 

Naoki Takeuchi1, Tommy Nagano2, Koichi Nishigaki1 

1. Grad. Sch. of Sci. and Eng., Saitama Univ,  

2. DRC Co., Ltd. 

 

 発表の概要は、0.5 L のチャンバーに E. Coli

を一細胞だけ入れて、チャンバーの中で破砕、

PCR を行う。さらに、ゲルを 1 mm 程度の厚さ

のゲルを 30 枚ほど重ねて、電気泳動を行う

system を構築していた（図）。電気泳動が何枚

かのゲルを通るので、つなぎ目などが気になる

ところであるが、実験データとして電気泳動さ

れて、分子量のところにバンドがみえているこ

とを示していた。また、0.5 cell/chamber と薄い

E.Coli 溶液をチャンバーに播き、一つのチャンバーに E.Coli が一細胞だけ入れていた。し

かしながら、一細胞だけが入っているのか複数の細胞が入っているのかのチェックがされ

ていなかったり、バンドは見えているが、ゲルの同じ位置のバンドの濃さを分子量に対し

てプロットして分布をチェックしていなかったりと、解析がかなり甘かったように感じた。

彼らのモチベーションとしては、チップの吸着などを取り上げていたが、後々に考えてみ

るとチャンバーへの吸着について確認しているのかわからずバンドの濃さから定量的に一

細胞内の量を反映しているか疑問に思う。しかしながら、アイデアとしてはとても面白く、

以前に同じように一細胞由来の細胞抽出液を電気泳動してタンパク量を測定出来ないかと

考えていたので、とても興味を持ちました。検出感度さえ高ければ、もしかしたら一細胞

由来の細胞抽出液においてタンパク量を測定可能になるかと考える。その点では、蛍光も

しく発光を使って検出できれば、高感度で検出することができるかもしれない。 

 

2P311 

｢Development of potent antisense probes for imaging individual endogenous 

mRNA in live cells｣ 

Shunsuke Takeda1, Kohki Okabe1,2, Takashi unatsu1 

1 Grad. Sch. Pharma. Sci., Univ of Tokyo 

2 JST, PRESTO 
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 発表の概要は、目的 mRNA の antisense な配列をもった核酸に蛍光分子で標識したプロ

ーブを作製し、細胞内で観察した結果を示した。Fish 法のようにプローブを洗い流してし

まうことができるが、生細胞内ではそれが不可能である。そのため、導入する量を調整す

るなどしなければ、mRNA に結合していないプローブがバックグラウンドとして検出され

る。結果として示されていた画像では、P-body など細胞内の mRNA granule のものがドッ

トとして存在していた。Antisense 配列のプローブが mRNA に結合したときに発光強度が

増強されるようなプローブがあれば、より有用性のある手法になると考えられる。現時点

では、RNA 顆粒とバックグラウンドのような蛍光を検出されているようだった。 

 個人的には、生細胞内の mRNA を検出することにより転写活性のようなものを測定でき

るようになったり、ストレス応答するときにストレス顆粒を形成(SG)するが、SG 形成と消

失の際に関連タンパク質の凝集と脱凝集とmRNAの凝集と脱凝集に関連するダイナミクス

を同時に検出することができるようになると考える。特に、SG の場合、TIA-1 は、主なマ

ーカーとして知られるタンパク質であるが、G3BPなどは SGに局在しているものもあれば、

していないものがあることが知られているので、これらの違いを異なる mRNA が含まれて

いるという観点で明らかにすることができるのではないかと考える。 

 しかしながら、プローブが生理的に発現している mRNA を細胞から奪ってしまうという

ことが考えられるので、プローブの結合能や導入する量を調節しなければ、それ自体が細

胞へストレスならびに毒性を与えかねないと考える。 

 

2SAP05 

｢Single-cell lineage statistics reveals fitness and selection strength for 

heterogeneous phenotypic states｣ 

Takashi Nozoe, Yuichi Wakamoto 

1. Univ. of Tokyo 

 

大腸菌にドラックを加えると、耐性遺伝子がなければ大腸菌は死んでいく。しかしながら、

一部その環境に適応するような細胞がでてきて、同じ大腸菌であるにもかかわらず、こう

した現象が見られるのかについて話されていた。たとえば、細胞の生死や状態がサイコロ

の目のように均一な状態であれば、一回目のドラッグ投与で生き残った細胞は、たまたま

生き残ったことになる。しかしながら、実際には耐性獲得などがあり、生き残った細胞は

サイコロを振るというよりは、次のドラッグ投与の際にも生き残る確率が高いと考えられ

る。示されたデータも上と同じように単にサイコロを振って、運命を決めているだけでは

説明がつかないように最初のドラッグ投与で生き残った細胞は、そのあとも生き残ってい

た。面白いのは、こういった何か特別な機能をもった細胞の中では、そうではない細胞と

どう違うのかということである。たとえば、ストレス応答に関与するタンパク質の転写量

が多く、ストレスを減少させているなどが考えられる。しかしながら、なぜその細胞が生



き残ったのかという事に関して、発表していなかったと思う。 

 

＜感想＞ 

 今年の生物物理学会は、札幌での開催ということもあって、個人的には楽でよかったと

思いました。ですが、学会に行くと右も左もわからないところで飲み屋に入るのも学会参

加の一つであると改めて思いました。特に、SPDC2014 でお世話になった先生方をお招き

して同窓会が開けたのもとても楽しかったです。シンポジウムセッションは、ラフト構造

やシステム協同性が操る神経細胞機能やラマン分光など様々な分野に赴き、ポスターセッ

ションもイメージ分野をはじめとして single cell 解析やタンパク質とリガンドのドッキン

グのシミュレーション分野などの 17 のポスターを聞きにいきました。やはりとは思ってい

ますが、懇親会に参加しているラボの人は少なく、ほとんど外の知り合いとしか話してい

ないのが心残りです。懇親会は、普段会えないような人がいて、話を聞くことができる場

だと思うので、学生（特に博士課程に進む人、進んでいる人）は、参加することが必須の

ように思う。 


