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Division of Molecular Science

分子科学部門
有機化学や物理化学の観点から、原子や分子レベルで
生体制御のメカニズムに迫ります。



⽔溶性クロロフィル結合タンパク質（WSCP)クラスI

1963年薬師寺（東邦大学）によってシロザから見出された。
可視光線を照射すると吸収スペクトルが変化する光変換性を
もつ。

Biotech. Inc.) column equilibrated with the buffer. The bound protein
was eluted with a linear gradient of 25–500 mM sodium dibasic/
potassium monobasic phosphate buffer pH 7.0. The purified protein
was finally subjected to gel-filtration chromatography on a Superdex
200pg (Pharmacia Biotech. Inc.) column equilibrated and eluted with
150 mM NaCl and 100 mM sodium dibasic/potassium monobasic
phosphate buffer pH 7.0. Proteins were separated by 12.5% SDS–
PAGE and the proteins on the gel were stained with Coomassie Blue
R-250. The protein sample was concentrated using an Amicon
concentrator (Millipore).

2.2. Absorption spectra of C. album WSCP

The spectrum of purified C. album WSCP is shown in Fig. 1. The
absorption maxima at 430 and 668 nm diminished in intensity on
exposure to visible light, while new peaks appeared at 570 and
740 nm. These spectral changes imply that the Chl molecules have
changed their structure.

2.3. Crystallization

Purified C. album WSCP was concentrated to 5 mg ml!1 in 25 mM
sodium dibasic/potassium monobasic phosphate buffer pH 7.0.
Crystallization conditions were initially screened by means of the
sitting-drop vapour-diffusion method at 293 K using crystallization
screening kits from Hampton Research. 1 ml C. album WSCP solution
was mixed with an equal volume of reservoir solution and was

equilibrated against 100 ml reservoir solution. The crystals were
grown using solution No. 14 from PEG/Ion Screen [200 mM potas-
sium thiocyanate (KSCN), 20% polyethylene glycol (PEG) 3350].
The crystallization condition was optimized by screening different
types of PEG at different concentrations. The crystallization drops
were prepared by mixing 2 ml protein solution and an equal volume of
reservoir solution and were equilibrated against 500 ml reservoir
solution. The crystals used for data collection were obtained using a
reservoir solution containing 3.0 M KSCN, 26% PEG monomethyl
ether 2000 (Fig. 2). All the experiments were performed in a dark-
room; only dim red light was used when necessary.

2.4. Data collection and processing

Diffraction data were collected at a wavelength of 1.000 Å using a
Quantum 315 CCD detector (ADSC) at the BL-5A station of the
Photon Factory (Tsukuba, Japan). The crystals were transferred into
a cryoprotectant solution consisting of 3.0 M KSCN, 26% PEG
monomethyl ether 2000 and 20%(v/v) glycerol and kept for 1 d; they
were then flash-cooled in a stream of nitrogen gas maintained at
100 K. Individual 1" oscillation frames were collected over a range of
180". All diffraction images were indexed, integrated and scaled using
the CrystalClear software (Rigaku/MSC) and the scaled data were
processed using the CCP4 program suite (Collaborative Computa-
tional Project, Number 4, 1994). Statistics of the data collection are
given in Table 1. The crystals belong to the orthorhombic space group
I222 or I212121, with unit-cell parameters a = 48.13, b = 60.59,
c = 107.21 Å. Assuming the presence of one monomer per asym-
metric unit, the Matthews coefficient VM is calculated to be
2.4 Å3 Da!1, which corresponds to a solvent content of 49.2%
(Matthews, 1968). An extensive search for heavy-atom derivatives is
in progress in order to solve the crystal structure of C. album WSCP
by SAD or MAD phasing.
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Figure 1
Absorption spectra of C. album WSCP before (blue) and after (red) irradiation.

Figure 2
Crystals of C. album WSCP.

Table 1
Crystal data and data-collection statistics.

X-ray source PF BL-5A
Wavelength used (Å) 1.000
Space group I222 or I212121

Unit-cell parameters
a (Å) 48.13
b (Å) 60.59
c (Å) 107.21

Unit-cell volume (Å3) 312599
Resolution range (Å) 43.91–2.02 (2.09–2.02)
Observed reflections 73136
Unique reflections 10628
Completeness (%) 99.99 (100.0)
Rmerge† (%) 7.8 (30.9)
hI/!(I)i 11.2 (4.8)
Matthews coefficient (Å3 Da!1) 2.4
Solvent content (%) 49.2

† Rmerge =
P

h

P
i jI$h; i% ! hI$h%ij=

P
h

P
ihI$h%i, where I(h, i) is the intensity of

reflection h in the ith measurement and hI(h)i is the mean value of the intensity of
reflection h.
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Mg2+にはAsnの側鎖
の酸素原子が配位

マメグンバイナズナから抽出されたもの。光変換性を
もたない。クラスIとクラスIIには相同性はない。

Mg2+にはプロリン主
鎖の酸素原子が結合

クロロフィル

クロロフィル

2.14Åマメグンバイナズナ
WSCP四量体

シロザWSCP四量体

2.41Å

⽔溶性クロロフィル結合タンパク質（WSCP)クラスII

中心部のクロロフィル四量体

内田研究室（構造生物学）



古田研究室（生物有機化学）
光で細胞機能を操作するOptochemical Biologyの創成と光薬理学への展開

光作動性プロドラッグのイメージ：
ケージ（cage）に閉じ込められた生理活性分子
が光で解き放たれて作用を発揮する。光で細胞
の生理機能を操作できる

専門分野：ケミカルバイオロジー Chemical Biology

機能を設計する

分子を作る

性質を調べる

機能を利用する

研究目的：生命科学や分子医学の基礎研
究の進展に貢献する新しい実験技術・研
究手法の開発

光スイッチの設計

ケージド化合物の合成

光機能性の評価

細胞の生理機能の操作

新しい研究手法に展開



らせん形有機分子（ヘリセン）の合成研究

P–[6]ヘリセンM–[6]ヘリセン

ベンゼン（平面：2D）のみから構成されている
らせん形（立体的：3D）分子

2D + 2D + 2D + …  → 3D
既存のパーツ 新しい構造、新しい性質

私たちが創り出した化合物の例

らせんが３つ組み合わさったプロペラ形分子

プロペラ形分子を２つ組み合わせたカゴ形分子

鏡像 1分子中に3個のヘリセン

これを2個組み合わ
せるとカゴになる

新発見、新素材へ

渡邊研究室（有機化学）



時間分解蛍光測定遺伝子組換え実験

蛍光タンパク質はなぜ光るのか？発光メカニズムの研究

蛍光タンパク質

細井研究室（生物分子分光学）





武藤研究室（分子情報機能学）

シアノバクテリア

KaiA
KaiB

KaiC

生物時計分子装置

⽣物時計の仕組みをタンパク質の構造から明らかにします。

シアノバクテリアは地球上で初めて酸素発⽣型光合成を⾏った⽣物で、現在確認
されている中で⽣物時計を初めて獲得した⽣物です。太古の昔から、たった３つの
タンパク質で規則正しく時間を刻んでいます。私たちは、タンパク質の構造から、
⽣物時計の機能解明を⽬指して研究を⾏っています。

細胞内生物発光リズム



Division of Molecular Biology

分子生物学部門

複雑な生命現象を、「タンパク質」や「DNA」などの
分子の言葉で解き明かします。



臨床分離株 #6
薬剤高感受性

標準株 #1
ATCC25913

臨床分離株 #2
薬剤低感受性

細胞壁の厚さ

薄 厚

糖の運搬に関わる脂質の働きを調べています。

黄色ブドウ球菌を材料にしています。細菌の細胞壁は糖が
主成分です。私達は、細胞壁成分の糖を運搬する脂質の合成
と分解に関わる遺伝子を明らかにしました。細胞壁の厚さに
より抗生物質の効き方が異なります。この遺伝子産物は新規
抗生物質の標的になる可能性があります。

細胞壁成分の糖を細胞膜内
から細胞膜外に運ぶ働きが
ある。

細胞膜内外を容易に
移動できる。

藤崎研究室（生物化学）



岸本研究室（分子細胞進化学）

生命とは？

生物の生き

残り戦略の
解明

細胞環境と細胞の変化（適応・進化，
細胞癌化など）を様々な方法で解析

• モデル生物(大腸菌)を用い、高温適応進
化（左図）とそのメカニズム解析

• 培養細胞を用い、持続ストレスと細胞癌
化との関連を解析



曽根研究室（分子神経生物学）

われわれは、アルツハイマー病を引き起こす原因になるタンパク質が
シナプスに運ばれなくなる変異体ショウジョウバエを世界で初めて発見し、
その変異体がアルツハイマー病に似た症状を示すことを見出しました。

われわれは、世界で他に研究例のない独自の手がかりに基づいて、
アルツハイマー病の発症機構解明・治療法開発に取り組んでいます。

シナプス：神経細胞と神経細胞のつなぎ目で、
脳の情報処理のためにはたらく重要なしくみが存在する場所

研究室ホームページ：
https://www.lab.toho-u.ac.jp/sci/biomol/sone/index.html

アルツハイマー病モデルショウジョウバエの寿命短縮に

対する治療の成功例（研究室に所属した大学院生のデ
ータで、論文として出版されました。）

治療成功！

アルツハイマー病に似た症状
（神経変性）を示している
ショウジョウバエの組織

https://www.lab.toho-u.ac.jp/sci/biomol/sone/index.html


古倉研究室（分子細胞遺伝学）

EMT/METの制御とが
んの浸潤・転移との関
連を調べています

EMT前
EMT後



大谷研究室（分子免疫学）

皮膚炎の発症や症状を悪化させる原因の
一つとして環境因子が挙げられますが、そ
のしくみは明らかではありません。

皮膚の表皮細胞は、アレルゲンや化学物質
にさらされると炎症物質を産生して皮膚炎
を引き起こします。

私たちは、環境因子が炎症物質の産生に
与える影響を分子レベルで研究しており、
その成果を皮膚炎の治療薬開発につなげ
たいと考えています。

皮膚 表皮細胞

栄養素

エネルギー

酸化ストレス

アレルゲン
化学物質

炎症物質 皮膚炎

環境因子

？

？

環境因子が皮膚表皮細胞に与える影響の研究



Division of 
Molecular Medicine and Physiology

分子医学・
生理学部門

細胞、組織や個体レベルの生理反応の解析から、
免疫学・脳科学など医療に直結した研究まで
幅広い分野をカバーします。



杉本研究室（動物生理学）



佐藤研究室（植物分子生理学）

薬や毒、多彩な色や香りを作るなど、植物の代謝経
路は極めて多様です。当研究室ではこれらの植物機
能を解析・利用し、人の役に立つ遺伝子組換え植物
の研究開発を目指しています。

現在は、放射性ストロンチウムを植物によって濃縮・回
収させることを目指し、ストロンチウムを高度に生物濃
縮する海藻の元素濃縮機構の解明を行っています。

海水中の多くの元素を生物濃縮する海藻オオハネモ

オオハネオ
モ中の濃度元素

海藻中の
平均濃度

倍率

この海藻はアルカリ土類金属と

ハロゲンを多く濃縮します。

原発事故後に採集したオオハネモのガンマ線スペクトル。

多くの放射性元素が含まれていました。



永田研究室（免疫生化学）
『健康に老いる』を目指して！
・死細胞は、万病の元

マクロファージによって速やかに貪食・除去されるので、若いときは死細胞は体内に
蓄積されません。しかし、年をとり、マクロファージの機能が衰えると、死細胞が蓄積
されてしまいます。この死細胞は、様々な病気の原因となることが分かってきました。

※右図は、若いマウスのマクロファージが

老いたマウスのマクロファージよりも死細胞を

より多く貪食していることを表しています。

・死細胞を溜めない身体に！

年をとってもマクロファージの機能を維持する

ことによって死細胞を溜めない身体を作り上げ、

病気になることなく、健やかに一生を送られることを目指して研究しています。



塚田研究室（分子形態学）
ただのウナギの研究じゃない。 「ウナギから臨床研究へ」を研究テーマにした

ウナギを用いた究極のトランスレーショナル研究。個体レベルから分子レベル

まで、ウナギがもつ特殊能力から生命の本質を紐解く！

Ø 川でも海でも生きていける！ウナギの浸透圧調節能力の研究

新しいイオン代謝機構、組織再生機構、内分泌現象を提唱！

Ø 1年以上食欲がなくても生きていける！ウナギの摂食制御の研究
ストレスと摂食障害の関係を解明！

Ø 血に毒がある！ウナギの血清毒の研究

毒は薬になりえるか？創薬研究！

ウナギの組織リモデリングウナギに外科手術 ウナギの血清毒の遺伝子発現ウナギの脳の摂食中枢



上田(石原)研究室（分子医化学）

個体レベル 細胞レベル 分子レベル

将来的には、得られた知見を癌、生活習慣病などの広範囲で活用し、創薬や治療戦略に繋ぐことを目指します。

最新の技術を駆使して、脳の老化を防ぎます
分子から個体レベルで脳の恒常性と神経可塑性の原理を読み解くことで、老化や疾患に伴う破綻における

物質間相互作用あるいは細胞内シグナリングを明らかにすることを狙います。


