
無機・有機ハイブリッド繊維

Inorganic-Organic Hybrid Fibres
uPoly(γ-glutamic acid) – silica hybrid fibres were developed for use as

biomolecule-loading materials and tissue engineering scaffolds.

uMolecules can be loaded into the hybrid fibre using water as a solvent, which
avoids denaturation of the loaded molecules.

uRelease of the loaded molecules or penetration of molecules from outside
depends on their molecular sizes.

u生体分子の担持体や組織工学用材料への応用を見据えて、ポリγグルタミン酸ーシ
リカハイブリッド繊維を開発しました。
uこのハイブリッド繊維は水を溶媒として合成できるため、担持されるタンパク質等
の分子の変性を抑えることができます。
uハイブリッド繊維に担持された分子の徐放や、外部からの分子の浸透は、その分子
のサイズに依存することがわかっています。

Class II hybrids

Poly(γ-glutamic acid) (γPGA) is a polypeptide which has a secondary amide in the polymer backbone and is degradable by enzyme action. 
A pendant carboxylic acid group in the repeating unit is available for functionalization with 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS).
Prof. Jones group (Imperial College London)  has successfully synthesized class II hybrid monoliths with γPGA, GPTMS and tetraethyl 
orthosilicate (TEOS).

Poly(γ-glutamic acid) – silica hybrids

ポリγグルタミン酸はポリペプチドであり、酵素作用による分解性を示す。
さらに、GPTMSとの反応性を示すカルボキシ基を側鎖にもった構造をとる。
インペリアル・カレッジ・ロンドンのJones教授グループでは、γPGA、GPTMS、TEOSからなるクラスⅡのハイブリッド体の合成に成功している。
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Si (GPTMS)N (γPGA) Ca (Ca(OH)2)Fig. Schematic representation of γPGA-silica hybrid formation.
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Hybrid fibres

The γPGA-silica hybrid fibres with several hundreds nm in diameter are fabricated by electrospinning. 
γPGA, Ca(OH)2 and GPTMS are well integrated at the molecular scale in the fibres.

Electrospun fibres of γPGA-silica hybrids

ポリγグルタミン酸-シリカハイブリッド繊維はエレクトロスピニング法（電界紡糸法）にて作製可能であり、
その直径は数百nmほどである。
得られる繊維は、γPGA、Ca(OH)2、GPTMSが分子レベルで組み込まれた構造をもつ。
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←Fig. SEM image of γPGA-silica hybrid fibres.
Scale bar: 1 μm.

↑ Fig. EDX elemental mapping for γPGA-silica hybrid fibres. 

Enzyme loading

α-chymotrypsin is a hydrolysis enzyme and has 25,000 Da of molecular weight. 
The α-chymotrypsin loaded into the hybrid fibre was found to exhibit hydrolysis activity from the results of the activity test using 
p-nitrophenyl acetate as a substrate. 
When inhibitors are present, small-sized inhibitors (Mw: 240) inhibit the hydrolysis, although large-sized one (Mw: 8000) don’t. 
This indicates large-sized molecules are sieved out by the fibre matrix.

Hydrolysis activity of α-chymotrypsin in hybrid fibres

αキモトリプシンは加水分解酵素であり、分子量が25,000Daである。
p-ニトロフェニル酢酸を基質として加水分解活性を評価したところ、ハイブリッド繊維の内部にαキモトリプシンを担持させても、
その活性を維持することがわかった。

αキモトリプシンの活性の阻害物質を共存させた時、分子量の小さい阻害物質は阻害したのに対し、分子量の大きいものは
阻害しなかった。

分子量が大きい物質は繊維のマトリックスを通過せず、排除されていることがわかった。

α-chymotrypsin
Hydrolysis enzyme
[Molecular weight: 25,000 Da]

PROTEIN

Fig. Hydrolysis activity test for the hybrid fibres loaded with α-chymotrypsin. The substrate, 
p-nitrophenyl acetate, can react with the α-chymotrypsin inside the fibres. 
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Fig. Fluorescence emission (365 nm excitation) 
of sfGFP in solution or hybrid fibres.

Protein loading

Superfolder green fluorescent protein (sfGFP) shows no denaturation in the hybrid fibres and no leakage from the fibres
in a buffer solution. 
This indicates the hybrid matrix is harmless to loaded proteins and holds the proteins inside its fibre for a long time.

Structure and leakage of protein in hybrid fibres

緑色蛍光タンパク質(sfGFP)をハイブリッド繊維に担持させたところ、繊維内においても変性を示さず、
またバッファー液に浸漬しても繊維からほとんど漏洩しないことがわかった。

このハイブリッド構造はタンパク質の失活を招くことがなく、かつ繊維内部にタンパク質を長時間保持できるとわかった。

Fig. Leakage test for sfGFP
loaded in fibres.
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