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研究成果の概要（和文）：ストレス顆粒は、ストレス刺激に応答して一過性に形成される細胞質内の構造体であ
り、RNA結合タンパク質や mRNAを顆粒内に取り込み、翻訳を一時的に停止させることで mRNAの安定性や翻訳を
調節している。近年、この顆粒の形成が細胞のストレス適応機構として重要な役割を担っていることが明らかと
なったが、この顆粒が形質膜を持たないことから生化学的な単離や精製が困難であるため、形成や制御に働く全
構成因子は未だ分かっていない。本研究では、生細胞から蛍光融合タンパク質をプローブとして、 先端口径が
約 50 nmのナノピペットを用いて、ストレス顆粒をナノ環境から単離・精製することを目的とする。

研究成果の概要（英文）：When cells are under environmental stress, DNA and RNA can be easily 
damaged, which cause biological disorder. To prevent from several biological disorders, there exist 
a lot of self-protective systems in cells. In recent years, a stress-responsive self-protective 
system called stress granule (SG) has been discovered. SG is cytoplasmic aggregation that forms when
 translation initiation is impaired by stress, and it is considered to play a critical role in 
regulation of mRNA metabolism and protect RNAs from harmful conditions. However, the identity of SG 
is poorly understood, because the isolation of SG is extremely difficult. For further analysis, a 
method that can effectively isolate SG is demanded. Nanopipette is a robotic nanometer-size glass 
pipette. It can take samples selectively and rapidly in an individual cell, which may meet the 
requirements for SG isolation. In the present study, we attempted to collect SG using nanopipette, 
by marking SG with fluorescent protein markers.

研究分野： 分子生物学
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２．研究の目的
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３．研究の方法
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体低分子）の単離・精製
メージング
ローチから包括的に解明に取り込んだ
的には、以下の項目に従って研究を遂行した
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