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＜研究紹介＞　
名古屋大学細胞生理学研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　教授　大嶋　篤典

　当研究室では、極低温電子顕微鏡やX線結晶構造解析を
駆使して、生体内で重要な役割を持つ膜タンパク質の原子分
解能での構造解析を行っている。タンパク質は非常に小さい
分子であるため可視光では観察できない。観察のためにはよ
り波長の短いX線や電子線を用いなければならないが、波長
が短くエネルギーが高い線源は生体試料であるタンパク質に
は大きな損傷をもたらす。その損傷を最小限に抑えるために
は液体窒素や液体ヘリウムを用いて極低温環境での観察が
必要である。ここでは近年発展の著しいクライオ電子顕微鏡
を用いた構造研究について紹介する。
1. ギャップ結合チャネルの構造研究
　ギャップ結合チャネルはほぼすべての多細胞生物が持つ細
胞間コミュニケーションチャネルであり、隣接細胞間において
細胞質同士を直接連絡することによって電気的および化学
的なカップリングを実現している。この機能は心筋細胞の電
気的同調、胚発生、受胎能力、免疫系など、様々な生物学的プ
ロセスに関与しており、この機能不全がヒトでは難聴や白内
障などの疾患の原因となることが知られている。ギャップ結合
チャネルを構成するタンパク質には2つの遺伝子ファミリー
が存在する。脊椎動物を含む脊索動物に存在するコネキシン
と無脊椎動物が持つイネキシンがあり、これらの間には有意
なアミノ酸配列の相同性が見られない。12量体構造を取る
connexin-26(Cx26)はN末端の作るファネル構造がチャネ
ルの透過活性に重要であることが構造研究から示されている
[1]。イネキシンについては近年我々が電子線結晶学を用いて
線虫の持つinnexin-6(INX-6)が16量体から成ることを示し
たが[2]、原子構造は得られていなかった。
　クライオ電子顕微鏡の単粒子解析によって、線虫のINX-6
ギャップ結合チャネルのヘミチャネル部分を3.3Å分解能で、
ギャップ結合チャネル部分を3.6Å分解能で構造解析し、原
子モデルの構築に成功した(図1, [3])。INX-6は16量体構造
および単量体構造ともにCx26と類似しており、N末端ファネ
ル、膜貫通へリックスの並び位置、細胞外ループに存在するβ
ヘアピンとS-S結合の位置が共通していた。また細胞質ドメ
インがギャップ結合チャネルとして初めて明らかになり、細胞
内ループとC末端が共にヘリックス-ターン-へリックスを作り
ながら相互作用してコアを形成していた。これが隣接サブユ
ニット間で接触して屋根型ドームを形成し、N末端ファネルか
ら伸びるループを細胞質側から押さえ込む配置にあった。
　本研究により明らかになったINX-6とCx26の構造の類似
性は、2つのファミリーは遺伝的に相関があり、早期の分岐か
ら非常に長い時間を経て相同性が見られないほどにアミノ酸
配列が変化した可能性を示唆する。そしてN末端ファネルが
ギャップ結合チャネルの機能に重要であると考えられ、これは
イネキシン、コネキシンの両ファミリーでおそらく保存されて
いると推測される。また細胞質ドームのコンフォメーション変

化が容易にN末端ファネルに伝わることから、細胞質ドメイ
ンがチャネルの透過活性に関与していると解釈される。　

          図1.　INX-6の3.3Å分解能マップと原子モデル[3]
2.膜タンパク質精製標品からの界面活性剤除去法:GraDeR
 クライオ電子顕微鏡を用いた単粒子解析の分解能が向上
した要因の一つに電子直接検出カメラの利用が挙げられる。
当研究室ではGatan社製のK2 summit direct detection 
cameraを利用してデータ収集を行っているが、このカメラ
を使えば即原子構造が得られるわけではない。最も重要な
のはクライオ電子顕微鏡用試料作製で、薄くて均一な氷の
層を作製することであるが、膜タンパク質の精製標品中に含
まれる界面活性剤ミセルはしばしばその妨げとなることがあ
る。可能な限りミセルを除去することが望ましいと同時に、膜
タンパク質を未変性に保つ必要がある。これを目的として、今
回のクライオ電子顕微鏡単粒子解析ではGraDeR[4]を用
いた。これはグリセロールを用いた密度濃度勾配超遠心分
離法によって、フリーのミセルと膜タンパク質を分離する方
法である[4]。INX-6はGraDeRとの相性が良く、この手法で
フリーのミセルが大部分除去されたINX-6の精製標品を調
製することができる(図2)。

　　　　　　　　　　　　　

図2．GraDeRの前(左)と後(右)のINX-6チャネルの負染色電子顕
　　　微鏡像 [3]
 この試料を使うと薄い氷から成るクライオグリッドの作製
効率が大幅に上昇し、データ収集に大きく役立った。
GraDeRの一般性については実績が少ないことから今後の
検討が必要であるが、超遠心分離で沈降しやすい比較的分
子量の大きい膜タンパク質の場合、試してみる価値のある方
法といえる。
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＜運営委員会報告＞
　　　　　　　　　第１６９委員会委員長　山根　隆

運営委員会はメールで行っている。開催期間は最初の提案か
ら決定までの期間である。

・第254回運営委員会：169委員会の協賛の扱いについて
開催期間：平成29年4月18日～4月24日
討議内容：委員長より、委員よりセミナー等への協賛について
明文化しておいた方が良いとの提案がなされたので、「シンポ
ジウム・研究会・セミナーなどへの協賛は、運営委員会が特に
必要と認める場合を除き経済的支援は伴わないものとする」
ことについての審議を行っていただきたいとの提案がなされ
た。
決定事項：審議の結果、提案通り承認がなされた。

・第255回運営委員会：新加入について（報告）
開催期間：平成29年4月21日
報告内容：委員長より、一般社団法人化学情報協会の桜井尋
海様が平成29年4月4日付けで本員会に入会されたとの報告
がなされた。

・第256回運営委員会：（第2回）最先端医工学連携セミナー
の協賛について
開催期間：平成29年4月24日～4月28日
報告事項：委員長より、（第2回）最先端医工学連携セミナー
（5月23日開催）への協賛についての審議を行っていただきた
いとの提案がなされた。
決定内容：審議の結果、提案通り承認がなされた。

・第257回運営委員会：平成28年度活動状況報告（案）につ
いて
開催期間：平成29年5月18日～6月2日
討議内容：委員長より、平成28年度活動状況報告（案）につい
ての審議を行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、賛成多数で平成28年度活動状況報
告（修正案）の承認がなされた。

・第258回運営委員会：平成30年度産学協力研究事業に対
する援助について
開催期間：平成29年5月17日
報告内容：委員長より、日本学術振興会から平成30年度産学
協力研究事業に対する援助についての照会があったとの報告
がなされた。

・第259回運営委員会：第53回研究会について
開催期間：5月22日～5月26日
討議内容：委員長より、研究会担当委員会の柏木幹事から提
出された第53回研究会のプログラム（案）についての審議を
行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、提案通り承認がなされた。

・第260回運営委員会：特別委員の選考ルール（案）について
開催期間：5月24日～

討議内容：委員長より、本員委員会将来問題検討WGから提
案された「特別委員の選考ルール（案）」についての審議を
行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：継続審議中 

・第261回運営委員会：新学界委員の推薦について
開催期間：5月29日～6月12日
討議内容：委員長より、169委員会委員に新しく加わってい
ただきたい学界委員の推薦の依頼を実施することについての
審議を行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、提案通り承認がなされた。
委員長より、委員に対しアンケート行った結果、産業界委員8
名、学界委員7名から推薦をいただいたとの報告がなされた。

・第262回運営委員会：一堂に会する運営委員会について
開催期間：6月6日～6月29日
参加者：13名（内運営委員　産4、学3）、委任状3名（内運営
委員　産1、学1）
討議内容：委員長より、平成29年度総会に向けて、i) 平成28
年度予算決算、平成29年度予算（案）、ii) 28年度活動報告、
29年度活動方針（案）、iii) 新学界委員の推薦、特別委員の選
考ルール（案）、iv) 第６回ISDSBの開催について、資料に基
づき審議を行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、i) 平成28年度予算決算、平成29年
度予算、ii) 28年度活動報告、29年度活動方針、については
提案通り承認がなされた。iii) 新学界委員の推薦については、
投票の進め方およびまとめかたについての承認がなされた。
iv) 第６回ISDSBの開催についての新しい提案についての審
議がなされ、2019年開催が可能か、予算・準備などを関西地
区で早急に検討し、運営委員会に諮ることの承認がなされ
た。

＜平成29年度総会開催報告＞

１．日時：平成29年6月29日(木)13時～14時
２．場所：東京大学大学院農学生命科学研究科　フードサイ
エンス棟　中島薫一郎記念ホール
東京都文京区弥生1-1-1　
３．出席者：21名（産業界10名、学界11名）
委任状：11名（産業界6名、学界5名）
委員総数：41名（産業界16名、学界25名）
出席率：32／41＝76.2％
出席者リスト
産業界委員：柏木立己（味の素株式会社）、横田雄弘（田辺三
菱製薬、代理　光井かおり）、
上村みどり（帝人ファーマ、代理　道喜慎太郎）、齋藤純一
（協和発酵キリン（株）、代理　高橋雄一）、深海隆明（中外製
薬（株））、鈴木誠（第一三共 RDノバ－レ(株)）、楠田晋也（小
野薬品工業株式会社）、田仲広明（（株）コンフォーカルサイエ
ンス）、松本崇（株式会社リガク）、桜井尋海（化学情報協会）
学界委員：池水信二（熊本大学）、井上豪（大阪大学）、緒方一
博（横浜市立大学、代理　浜田恵輔）、菅原洋子（北里大学、
代理　山村滋典）、田中伊知朗（茨城大学）、玉田太郎（日本
原子力研究開発機）、中川敦史（大阪大学）、三木邦夫（京都

大学）、宮澤淳夫（兵庫県立大学）、山口宏（関西学院大学）、山
根隆（名古屋大学）
委任状
産業界委員：安達宏昭（株式会社創晶）、穴井孝弘（(株)JEOL 
RESONANCE）、伊中浩治（（株）丸和栄養食品）、川上善之
（エーザイ（株））、曽我部智（武田薬品工業株式会社）、竹中久
貴（㈱トヤマ）
学界委員：片柳克夫（広島大学）、菅原洋子（北里大学）、津下
英明（京都産業大学）、原田繁春（京都工芸繊維大学）、渡邉信
久（名古屋大学）
４．総会（司会　山根委員長）
山根副委員長より、総会成立宣言の後、議長選出が行われ、山
根委員長が選出された。
４－１．報告事項
i) 入退会について
　退会　富士フイルム㈱
　入会　化学情報協会　桜井尋海委員
ii) 委員の交代について
　田辺三菱製薬（株）横田雄弘委員から光井かおり委員に。
　中村春木委員から栗栖源嗣委員（大阪大学蛋白質研究所　
　蛋白質構造生物学研究部門、教授）に。　　
　新委員について
　　大嶋篤典委員（名古屋大学・細胞生理学研究センター/　
　　　創薬科学研究科、教授）
　　吉川雅英委員（東京大学・医学系研究科・生体構造学分
　　　野、教授）
　　千田俊哉委員（KEK物質構造科学研究所、構造生物学　
　　　研究センター、センター長・教授）
　　山本雅貴委員（理研・放射光科学総合研究センター 利　
　　　用システム開発研究部門、部門長）
iii) 叙勲について
　　瑞宝中綬章　安岡則武委員
　　　　　　　　　　（顧問、姫路工業大学名誉教授）
４－２．審議事項
i) 平成28年度収支決算、平成29年度収支予算について
　第262回運営委員会で承認された資料に基づき説明がな
　され、審議の結果承認がなされた。
ii) 平成28年度の活動実績について
　第257回運営委員会で承認された資料に基づき説明がな
　され、審議の結果承認がなされた。
iii) 平成29年度の活動方針について
　257回運営委員会で承認された資料に基づき説明がなさ　
　れ、審議の結果承認がなされた。
iv)新学界委員・特別委員について
　　（新学界委員）
　新委員の推薦のリストが紹介された。
　選考の方法について委員長より以下の説明がなされた。
＊基本は、新しい分野の人にはいってもらって本委員会を活性
化したい。新規加入委員は7名としたい。
＊投票の重みは、産業界16名、学界24名の構成から、産業界
1.5：学界１としたい。
＊投票では6名を記入していただきたい。依頼時に、リストの中
から分野も考慮して投票していただくよう、お願いしたい。
＊新分野の人は選ばれにくいことから、推薦結果を見て、バラ

ンスが取れるように委員長枠での推薦１を確保させていただ
きたい。
　審議の結果、提案の承認がなされた。
　　（特別委員）
運営委員会で審議されている特別委員の選考ルール案の説
明に基づき審議がなされた。ルールの1項については、獲得
資金がそれなりのもの（例えば1000万円以上）であることを
附則に加えること、ルールの4項（特別委員の定数、委嘱期間
の上限）については加えることに賛成であるとの意見が出さ
れた。
審議の結果、提案されたルール（案）を基に早急に運営委員
会でまとめることの承認がなされた。
v) 研究会担当幹事について
　委員長より、現幹事の任期が今年末で切れるので、後任を
　運営委員会で検討しているとの報告がなされた。
vi) 第6回ISDSBについて
　委員長より、「昨年度の総会で、4年に１度開催の方針が
　承認されている。予算面で無理のない規模で行い、若手の
　発表を中心としたシンポジウムとする。関西地区で開催す
　る」ことがこれまでの基本的了解事項であるとの発言がな
　された後、新たに提案された2019年6月24-26日神戸で
　の開催、あるいは2020年開催について審議がなされた。
　「サテライトでやる意義は何か。必ずしも経費の節約には
　つながらないのでは」との質問がなされ、「本員会の活動
　を他成金の申請でも若干メリットがある。」との回答がな
　された。審議の結果、2019年開催が可能か関西地区の委
　員で早急に検討し、運営委員会に諮ることの承認がなさ
　れた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責）山根隆
＜第53回研究会開催報告＞

１．日時：平成29年6月29日(木)14時10分～
２．場所：東京大学大学院農学生命科学研究科
　　　　フードサイエンス棟
　　　　中島薫一郎記念ホール　
３．研究会プログラム
１）14:10－15:20　司会　田中伊知朗
　『中性子で物質を探るには
  ～Exploring structure and behavior of material by 
　neutron～』
　茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター 
　　　　　　　　　　　　　　　　片桐　政樹　先生
２）15：25－16：55　司会　山根　隆
　『分子動力学シミュレーションによるタンパク質の
　　機能解析』
　横浜市立大学大学院生命医科学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　池口　満徳　先生
　研究会参加者28名（内産業界11名、学界17）
　名誉委員　2名、産業界同伴者　1名、講師2名
４．懇親会　 17:15－19:15
　　東京大学農学部弥生キャンパス内　
　　向ヶ岡ファカルティハウスアブルボア
講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費1,500円を徴収さ
せて頂きました。
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明文化しておいた方が良いとの提案がなされたので、「シンポ
ジウム・研究会・セミナーなどへの協賛は、運営委員会が特に
必要と認める場合を除き経済的支援は伴わないものとする」
ことについての審議を行っていただきたいとの提案がなされ
た。
決定事項：審議の結果、提案通り承認がなされた。

・第255回運営委員会：新加入について（報告）
開催期間：平成29年4月21日
報告内容：委員長より、一般社団法人化学情報協会の桜井尋
海様が平成29年4月4日付けで本員会に入会されたとの報告
がなされた。

・第256回運営委員会：（第2回）最先端医工学連携セミナー
の協賛について
開催期間：平成29年4月24日～4月28日
報告事項：委員長より、（第2回）最先端医工学連携セミナー
（5月23日開催）への協賛についての審議を行っていただきた
いとの提案がなされた。
決定内容：審議の結果、提案通り承認がなされた。

・第257回運営委員会：平成28年度活動状況報告（案）につ
いて
開催期間：平成29年5月18日～6月2日
討議内容：委員長より、平成28年度活動状況報告（案）につい
ての審議を行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、賛成多数で平成28年度活動状況報
告（修正案）の承認がなされた。

・第258回運営委員会：平成30年度産学協力研究事業に対
する援助について
開催期間：平成29年5月17日
報告内容：委員長より、日本学術振興会から平成30年度産学
協力研究事業に対する援助についての照会があったとの報告
がなされた。

・第259回運営委員会：第53回研究会について
開催期間：5月22日～5月26日
討議内容：委員長より、研究会担当委員会の柏木幹事から提
出された第53回研究会のプログラム（案）についての審議を
行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、提案通り承認がなされた。

・第260回運営委員会：特別委員の選考ルール（案）について
開催期間：5月24日～

討議内容：委員長より、本員委員会将来問題検討WGから提
案された「特別委員の選考ルール（案）」についての審議を
行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：継続審議中 

・第261回運営委員会：新学界委員の推薦について
開催期間：5月29日～6月12日
討議内容：委員長より、169委員会委員に新しく加わってい
ただきたい学界委員の推薦の依頼を実施することについての
審議を行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、提案通り承認がなされた。
委員長より、委員に対しアンケート行った結果、産業界委員8
名、学界委員7名から推薦をいただいたとの報告がなされた。

・第262回運営委員会：一堂に会する運営委員会について
開催期間：6月6日～6月29日
参加者：13名（内運営委員　産4、学3）、委任状3名（内運営
委員　産1、学1）
討議内容：委員長より、平成29年度総会に向けて、i) 平成28
年度予算決算、平成29年度予算（案）、ii) 28年度活動報告、
29年度活動方針（案）、iii) 新学界委員の推薦、特別委員の選
考ルール（案）、iv) 第６回ISDSBの開催について、資料に基
づき審議を行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、i) 平成28年度予算決算、平成29年
度予算、ii) 28年度活動報告、29年度活動方針、については
提案通り承認がなされた。iii) 新学界委員の推薦については、
投票の進め方およびまとめかたについての承認がなされた。
iv) 第６回ISDSBの開催についての新しい提案についての審
議がなされ、2019年開催が可能か、予算・準備などを関西地
区で早急に検討し、運営委員会に諮ることの承認がなされ
た。

＜平成29年度総会開催報告＞

１．日時：平成29年6月29日(木)13時～14時
２．場所：東京大学大学院農学生命科学研究科　フードサイ
エンス棟　中島薫一郎記念ホール
東京都文京区弥生1-1-1　
３．出席者：21名（産業界10名、学界11名）
委任状：11名（産業界6名、学界5名）
委員総数：41名（産業界16名、学界25名）
出席率：32／41＝76.2％
出席者リスト
産業界委員：柏木立己（味の素株式会社）、横田雄弘（田辺三
菱製薬、代理　光井かおり）、
上村みどり（帝人ファーマ、代理　道喜慎太郎）、齋藤純一
（協和発酵キリン（株）、代理　高橋雄一）、深海隆明（中外製
薬（株））、鈴木誠（第一三共 RDノバ－レ(株)）、楠田晋也（小
野薬品工業株式会社）、田仲広明（（株）コンフォーカルサイエ
ンス）、松本崇（株式会社リガク）、桜井尋海（化学情報協会）
学界委員：池水信二（熊本大学）、井上豪（大阪大学）、緒方一
博（横浜市立大学、代理　浜田恵輔）、菅原洋子（北里大学、
代理　山村滋典）、田中伊知朗（茨城大学）、玉田太郎（日本
原子力研究開発機）、中川敦史（大阪大学）、三木邦夫（京都

大学）、宮澤淳夫（兵庫県立大学）、山口宏（関西学院大学）、山
根隆（名古屋大学）
委任状
産業界委員：安達宏昭（株式会社創晶）、穴井孝弘（(株)JEOL 
RESONANCE）、伊中浩治（（株）丸和栄養食品）、川上善之
（エーザイ（株））、曽我部智（武田薬品工業株式会社）、竹中久
貴（㈱トヤマ）
学界委員：片柳克夫（広島大学）、菅原洋子（北里大学）、津下
英明（京都産業大学）、原田繁春（京都工芸繊維大学）、渡邉信
久（名古屋大学）
４．総会（司会　山根委員長）
山根副委員長より、総会成立宣言の後、議長選出が行われ、山
根委員長が選出された。
４－１．報告事項
i) 入退会について
　退会　富士フイルム㈱
　入会　化学情報協会　桜井尋海委員
ii) 委員の交代について
　田辺三菱製薬（株）横田雄弘委員から光井かおり委員に。
　中村春木委員から栗栖源嗣委員（大阪大学蛋白質研究所　
　蛋白質構造生物学研究部門、教授）に。　　
　新委員について
　　大嶋篤典委員（名古屋大学・細胞生理学研究センター/　
　　　創薬科学研究科、教授）
　　吉川雅英委員（東京大学・医学系研究科・生体構造学分
　　　野、教授）
　　千田俊哉委員（KEK物質構造科学研究所、構造生物学　
　　　研究センター、センター長・教授）
　　山本雅貴委員（理研・放射光科学総合研究センター 利　
　　　用システム開発研究部門、部門長）
iii) 叙勲について
　　瑞宝中綬章　安岡則武委員
　　　　　　　　　　（顧問、姫路工業大学名誉教授）
４－２．審議事項
i) 平成28年度収支決算、平成29年度収支予算について
　第262回運営委員会で承認された資料に基づき説明がな
　され、審議の結果承認がなされた。
ii) 平成28年度の活動実績について
　第257回運営委員会で承認された資料に基づき説明がな
　され、審議の結果承認がなされた。
iii) 平成29年度の活動方針について
　257回運営委員会で承認された資料に基づき説明がなさ　
　れ、審議の結果承認がなされた。
iv)新学界委員・特別委員について
　　（新学界委員）
　新委員の推薦のリストが紹介された。
　選考の方法について委員長より以下の説明がなされた。
＊基本は、新しい分野の人にはいってもらって本委員会を活性
化したい。新規加入委員は7名としたい。
＊投票の重みは、産業界16名、学界24名の構成から、産業界
1.5：学界１としたい。
＊投票では6名を記入していただきたい。依頼時に、リストの中
から分野も考慮して投票していただくよう、お願いしたい。
＊新分野の人は選ばれにくいことから、推薦結果を見て、バラ

ンスが取れるように委員長枠での推薦１を確保させていただ
きたい。
　審議の結果、提案の承認がなされた。
　　（特別委員）
運営委員会で審議されている特別委員の選考ルール案の説
明に基づき審議がなされた。ルールの1項については、獲得
資金がそれなりのもの（例えば1000万円以上）であることを
附則に加えること、ルールの4項（特別委員の定数、委嘱期間
の上限）については加えることに賛成であるとの意見が出さ
れた。
審議の結果、提案されたルール（案）を基に早急に運営委員
会でまとめることの承認がなされた。
v) 研究会担当幹事について
　委員長より、現幹事の任期が今年末で切れるので、後任を
　運営委員会で検討しているとの報告がなされた。
vi) 第6回ISDSBについて
　委員長より、「昨年度の総会で、4年に１度開催の方針が
　承認されている。予算面で無理のない規模で行い、若手の
　発表を中心としたシンポジウムとする。関西地区で開催す
　る」ことがこれまでの基本的了解事項であるとの発言がな
　された後、新たに提案された2019年6月24-26日神戸で
　の開催、あるいは2020年開催について審議がなされた。
　「サテライトでやる意義は何か。必ずしも経費の節約には
　つながらないのでは」との質問がなされ、「本員会の活動
　を他成金の申請でも若干メリットがある。」との回答がな
　された。審議の結果、2019年開催が可能か関西地区の委
　員で早急に検討し、運営委員会に諮ることの承認がなさ
　れた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責）山根隆
＜第53回研究会開催報告＞

１．日時：平成29年6月29日(木)14時10分～
２．場所：東京大学大学院農学生命科学研究科
　　　　フードサイエンス棟
　　　　中島薫一郎記念ホール　
３．研究会プログラム
１）14:10－15:20　司会　田中伊知朗
　『中性子で物質を探るには
  ～Exploring structure and behavior of material by 
　neutron～』
　茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター 
　　　　　　　　　　　　　　　　片桐　政樹　先生
２）15：25－16：55　司会　山根　隆
　『分子動力学シミュレーションによるタンパク質の
　　機能解析』
　横浜市立大学大学院生命医科学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　池口　満徳　先生
　研究会参加者28名（内産業界11名、学界17）
　名誉委員　2名、産業界同伴者　1名、講師2名
４．懇親会　 17:15－19:15
　　東京大学農学部弥生キャンパス内　
　　向ヶ岡ファカルティハウスアブルボア
講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費1,500円を徴収さ
せて頂きました。
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＜研究紹介＞　
名古屋大学細胞生理学研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　教授　大嶋　篤典

　当研究室では、極低温電子顕微鏡やX線結晶構造解析を
駆使して、生体内で重要な役割を持つ膜タンパク質の原子分
解能での構造解析を行っている。タンパク質は非常に小さい
分子であるため可視光では観察できない。観察のためにはよ
り波長の短いX線や電子線を用いなければならないが、波長
が短くエネルギーが高い線源は生体試料であるタンパク質に
は大きな損傷をもたらす。その損傷を最小限に抑えるために
は液体窒素や液体ヘリウムを用いて極低温環境での観察が
必要である。ここでは近年発展の著しいクライオ電子顕微鏡
を用いた構造研究について紹介する。
1. ギャップ結合チャネルの構造研究
　ギャップ結合チャネルはほぼすべての多細胞生物が持つ細
胞間コミュニケーションチャネルであり、隣接細胞間において
細胞質同士を直接連絡することによって電気的および化学
的なカップリングを実現している。この機能は心筋細胞の電
気的同調、胚発生、受胎能力、免疫系など、様々な生物学的プ
ロセスに関与しており、この機能不全がヒトでは難聴や白内
障などの疾患の原因となることが知られている。ギャップ結合
チャネルを構成するタンパク質には2つの遺伝子ファミリー
が存在する。脊椎動物を含む脊索動物に存在するコネキシン
と無脊椎動物が持つイネキシンがあり、これらの間には有意
なアミノ酸配列の相同性が見られない。12量体構造を取る
connexin-26(Cx26)はN末端の作るファネル構造がチャネ
ルの透過活性に重要であることが構造研究から示されている
[1]。イネキシンについては近年我々が電子線結晶学を用いて
線虫の持つinnexin-6(INX-6)が16量体から成ることを示し
たが[2]、原子構造は得られていなかった。
　クライオ電子顕微鏡の単粒子解析によって、線虫のINX-6
ギャップ結合チャネルのヘミチャネル部分を3.3Å分解能で、
ギャップ結合チャネル部分を3.6Å分解能で構造解析し、原
子モデルの構築に成功した(図1, [3])。INX-6は16量体構造
および単量体構造ともにCx26と類似しており、N末端ファネ
ル、膜貫通へリックスの並び位置、細胞外ループに存在するβ
ヘアピンとS-S結合の位置が共通していた。また細胞質ドメ
インがギャップ結合チャネルとして初めて明らかになり、細胞
内ループとC末端が共にヘリックス-ターン-へリックスを作り
ながら相互作用してコアを形成していた。これが隣接サブユ
ニット間で接触して屋根型ドームを形成し、N末端ファネルか
ら伸びるループを細胞質側から押さえ込む配置にあった。
　本研究により明らかになったINX-6とCx26の構造の類似
性は、2つのファミリーは遺伝的に相関があり、早期の分岐か
ら非常に長い時間を経て相同性が見られないほどにアミノ酸
配列が変化した可能性を示唆する。そしてN末端ファネルが
ギャップ結合チャネルの機能に重要であると考えられ、これは
イネキシン、コネキシンの両ファミリーでおそらく保存されて
いると推測される。また細胞質ドームのコンフォメーション変

化が容易にN末端ファネルに伝わることから、細胞質ドメイ
ンがチャネルの透過活性に関与していると解釈される。　

          図1.　INX-6の3.3Å分解能マップと原子モデル[3]
2.膜タンパク質精製標品からの界面活性剤除去法:GraDeR
 クライオ電子顕微鏡を用いた単粒子解析の分解能が向上
した要因の一つに電子直接検出カメラの利用が挙げられる。
当研究室ではGatan社製のK2 summit direct detection 
cameraを利用してデータ収集を行っているが、このカメラ
を使えば即原子構造が得られるわけではない。最も重要な
のはクライオ電子顕微鏡用試料作製で、薄くて均一な氷の
層を作製することであるが、膜タンパク質の精製標品中に含
まれる界面活性剤ミセルはしばしばその妨げとなることがあ
る。可能な限りミセルを除去することが望ましいと同時に、膜
タンパク質を未変性に保つ必要がある。これを目的として、今
回のクライオ電子顕微鏡単粒子解析ではGraDeR[4]を用
いた。これはグリセロールを用いた密度濃度勾配超遠心分
離法によって、フリーのミセルと膜タンパク質を分離する方
法である[4]。INX-6はGraDeRとの相性が良く、この手法で
フリーのミセルが大部分除去されたINX-6の精製標品を調
製することができる(図2)。

　　　　　　　　　　　　　

図2．GraDeRの前(左)と後(右)のINX-6チャネルの負染色電子顕
　　　微鏡像 [3]
 この試料を使うと薄い氷から成るクライオグリッドの作製
効率が大幅に上昇し、データ収集に大きく役立った。
GraDeRの一般性については実績が少ないことから今後の
検討が必要であるが、超遠心分離で沈降しやすい比較的分
子量の大きい膜タンパク質の場合、試してみる価値のある方
法といえる。
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