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細胞を使わないで、
膜タンパク質合成系を開発
「膜タンパク質」は、他の細胞からの信号を細胞内に伝えるなど、多様な生命活動を
支えるカギとなる物質だ。このタンパク質は水溶性でなく、合成や精製、解析が非
常に難しい。横山茂之博士らは、この膜タンパク質を、大腸菌などの細胞を使わずに、
正しい立体構造を保ったまま大量合成する新しい手法を開発した。
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膜タンパク質は可溶化の段階で変性しや
すく、構造も崩れやすいので、解析に成
功するには職人技が必要なことも珍しく
ありませんでした。
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