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The folding of newly synthesized proteins to the native state is a major challenge within the crowded
cellular environment, as non-productive interactions can lead to misfolding and aggregation. Although most of the
proteome performs its function by forming oligomeric assemblies, many questions remain about the final step of
folding, the assembly of polypeptides into functional complexes. I studied the mechanism of protein assembly that
are translocated across or inserted into the endoplasmic reticulum (ER) membranes using Ribosome profiling
technique. Proly-4-hydroxylase complex was identified as a candidate that assemble in co-translational manner in
the ER.
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isomerase)のヘテロ 4 量体であり、小胞体内腔でプロ
コラーゲンの水酸化反応を行っており、コラーゲン
の生合成を介して脊椎動物の発生に必須の酵素であ
る。大腸菌で全長の P4H を発現精製することは難し
いことなど、P4H は単独では不安定であることが知
られており、P4H の 2 量体形成ドメインのみ結晶構
造が報告されている。DiSP においては Monosome の
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の割合を各コドンに対してプロットし、どの位置か
ら新生鎖を介した Disome 形成が始まるかを可視化
することができる。P4H の場合、2 量体形成ドメイ
ンの翻訳の完了とともに Disome の割合が増加して
いたことから、翻訳と協調しながら、小胞体内腔側
で新生鎖を介したホモ二量体形成が行われているこ
とが示唆された。
今後の展望
現在、P4H のホモ二量体形成が新生鎖間の相互作
小胞体は分泌タンパク質や膜タンパク質合成の場
である。小胞体へのシグナル配列を有した分泌タン

用により行われていることが示唆されているが、
P4H 複合体は 2 つの P4H と 2 つの PDI の複合体であ
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P4H および PDI に対する抗体で免疫沈降し、
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成果
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胞体のタンパク質複合体は新生鎖が小胞体内腔側に
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タンパク質が混雑した細胞内において、複合体形成

予備的な解析結果ながら、DiSP 法により、いくつか
の小胞体タンパク質が翻訳と協調して複合体を形成

が効率的に行われるためには、新生鎖の相互作用が
鍵となることを示したいと考えている。

していることが示唆された。特に、プロリン水酸化
酵素(Prolyl-4-hydroxylase, P4H)を翻訳と協調して複
合体を形成する有力な候補として、解析を進めた。
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