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研究概要 

 当研究室では、工学とバイオの新たな融合領域を開拓することを目的として研究を進めている。高分子

化学、分析化学、界面化学、生化学、分子生物学などの学術領域を基礎に、バイオ成分を融合した新物質・

新材料の創製、バイオ計測の新原理・新手法の開発、ならびに生命プロセスの人工的制御に関する研究を

行い、バイオ材料学、環境科学、マイクロ・ナノサイエンス、生命科学、医用工学、その他の分野への応

用を展開している。一例として DNA 機能材料に関する研究があり、独自に開発した DNA 複合高分子を、

DNA バイオセンサ、アフィニティー電気泳動、SNPs 応答性ナノ粒子、遺伝子応答性ハイドロゲル、人工

的遺伝子機能制御などへ展開することにより、DNA工学という新しい境界領域を開拓しつつある。 

 

1. DNAコンジュゲートの化学 

(1) DNAナノ粒子の合成と物性評価（前田、藤田） 

 高度なDNA機能材料の開発を指向して新規DNA複合高分子の合成法の開発と物性評価を行なっている。

これまで、ポリ（N-イソプロピルアクリルアミド）（PNIPAAm）-block-DNAの二成分ブロック重合体の

作成法を開発した。この共重合体は室温では親水性であるものの、温度上昇により PNIPAAm セグメント

間の会合（相転移）が生じ、DNA が表層に密生したコアシェル型のナノ粒子（ナノミセル）を形成する。

このナノミセル形成は可逆的なため、温度低下で粒子は崩壊する。反応性の官能基を側鎖に有するモノマ

ーを第三成分として導入したブロック共重合体を新たに創製し、架橋剤により化学的に会合させたナノ粒

子（ナノゲル）を作成すると、粒子構造は安定化した。このナノゲルは温度に応答してそのサイズを可逆

的に変化させることができるなど興味深い物性を示す。今後、機能性核酸を担持したナノゲルを設計する

ことで、薬剤運搬体作製などへの展開も期待できる。 

 

(2) DNA担持ナノ粒子がつくるクロマチン様動的構造体（前田、宝田、秋山、鹿川） 

 本研究の目的は、細胞核にある染色体（クロマチン）のように、階層構造を自在に構築・脱構築できる

自己組織化材料を創製することである。その第一ステップとして、一本鎖 DNAの鋳型上に DNA担持金ナ

ノ粒子を等間隔に配置した糸ビーズ状構造体を作製し、イオン強度の増大によって隣接粒子を凝集させて

ロッド状構造へ変換することをめざしている。これまでに、二重鎖 DNA で表面修飾した金ナノ粒子

（dsDNA-AuNP）を、化学合成した鋳型 DNA（200 塩基）に等間隔で 3 つ配置したナノ構造体（トリマ

ー）を高純度で作製することに成功した。本年度は、このトリマー内の dsDNA-AuNP が MgCl2の存在下

で自発的に接近して、粒子間平均距離が著しく短縮することを TEM観察によって実証した。興味深いこと

に、粒子表面上の dsDNA の最末端が一塩基ミスマッチの場合は、トリマーの構造変化は強く抑制された。

塩基対合しないモノヌクレオチドのミクロブラウン運動によって、粒子間のエントロピー反発が増大した

ためと考えられる。今後は、酵素反応を使って調製した鋳型 DNAを用いて、マイクロメートルスケールの

長さの線形構造体を作製する予定である。 

 

(3) 光応答性 DNAブラシ界面で覆われた金ナノ粒子の開発（前田、金山、岸、藤崎） 

最近、我々は DNA 二重鎖でブラシ状に覆われた金ナノ粒子（以下、DNA ナノ粒子）の分散安定性が、
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DNA二重鎖末端近傍の微細な構造変化に呼応して変化することを報告している。この知見をもとに、本研

究では、光刺激に応答して分散状態が可逆的に変化する DNA ナノ粒子の開発に取り組んだ。DNA ブラシ

層の末端近傍にフォトクロミック分子であるアゾベンゼンを的確に導入することによって、アゾベンゼン

の trans-cis光異性化をトリガーとした DNAブラシ界面の塩基対構造変化を誘起し、DNAナノ粒子の分散

‐凝集変化を可逆的に制御できることが明らかとなった。 

 

2. バイオ分析システムの開発 

(1) DNA担持金ナノ粒子を用いる SNP精密タイピング法の開発（前田、宝田、秋山、鹿川） 

 DNAを高密度に固定した金ナノ粒子は、同鎖長の相補鎖を系に添加して表面の DNAを二重鎖にすると、

高イオン強度条件で自発的かつ迅速に凝集する（非架橋型凝集）。一方、わずか一塩基が分散媒側に突出す

ると、粒子は著しく高いコロイド安定性を獲得する。金ナノ粒子が凝集すると表面プラズモン共鳴シフト

によって分散液の色が赤から青に変化するので、一塩基の鎖長の違いを目視判定することができる。本研

究では、ジデオキシ鎖終結法（サンガー法）で一塩基伸長されたオリゴ核酸をサンプルに用いて、この特

異なコロイド現象に基づく SNP精密タイピング法を開発している。本年度は、薬剤の副作用に関連するシ

トクロム P450 2C19遺伝子（野生型：G、変異型：A）、および心筋梗塞の発症リスクに関連する内皮性一

酸化窒素合成酵素遺伝子（野生型：T、変異型：C）を測定対象に選んで SNP タイピングを行なった。い

ずれの実験でも測定原理の妥当性が強く支持された。 

 

(2) 細胞培養マイクロチップの開発（前田、細川、近藤） 

簡便な細胞培養用マイクロ流体デバイスの開発に取り組んだ。マイクロ流体デバイスは有望な細胞培養

プラットフォームであり、既に多くの報告例があるが、取扱いが難しいため一般の生物学研究者への普及

は遅れている。そこで、35 mm細胞培養皿に収まり、一般的な培養装置に入れるだけで扱えるシステムを

開発した。培養液のかん流に重力を用いることにより、マウス線維芽細胞 NIH3T3を 10日間にわたり 90%

以上の生存率で培養することができた。更に、本システムを用いて抗がん剤とがん細胞を使い細胞毒性試

験を行い、既存の方法による先行研究に近い結果を得た。 

 

(3) マイクロ RNA高感度検出用マイクロチップ（前田、細川、石原、長谷川） 

本研究では、がんの早期診断への応用を目指し、バイオマーカーであるマイクロ RNAを、自律駆動マイ

クロチップを利用して高感度検出する研究を行っている。これまで、0.5 µL のサンプルから一種類のマイ

クロ RNA (miR-21-5p) を 20分で、検出限界 0.5 pMの感度で蛍光検出するプロトコールを確立してきた。

それにより、検出時間を従来技術の十数時間から大幅に短縮することに成功した。今年度は，診断の信頼

性を向上させるために、プローブ DNA の種類を増やし、複数のマイクロ RNA(miR-16, 21-5p, 500a-3p)

を同時に検出する実験を行った。その結果、それぞれのマイクロ RNAが迅速性を損なうことなく検出でき、

異なる配列間でほとんど交差反応が見られないこと、また、検出限界が数 fMから pMと大きく配列に依存

することがわかった。今後は、プローブ設計を工夫し、ターゲットマイクロ RNAとの親和性を向上させる

ことにより、検出限界のさらなる改善、および本手法の生体サンプル由来マイクロ RNAへの適用を予定し

ている。 

 

(4) マイクロチップイムノアッセイによるバイオマーカーの高感度検出（前田、細川、Lee） 

人間の体液、たとえば血液や尿から微量のバイオマーカータンパク質を検出する手段として、マイクロ

チップを用いたイムノアッセイによる方法を開発している。今年度は抗体を固定化する基板として３次元

的な表面を持つナノポーラスシリコンを用い、2種類のタンパク質を同時に検出する実験を行った。今回は

抗体を物理吸着により固定化することで、これまでの共有結合より固定化時間を短縮することができた。

血清中の前立腺がんマーカーである PSAと hK2を同時にイムノアッセイしたところ、10 µLの試料体積で、

検出限界は 1 pg/mL という高感度を達成し、ダイナミックレンジは 5桁にわたった。測定時間は抗体の固定

化まで含めて 3 h であった。 

 

(5) 希土類含有セラミックスを用いたバイオイメージングプローブ（前田、座古、吉本） 

本研究では、近赤外（NIR）光を励起光としてさらに長波長の NIR 領域での蛍光を発する新規なバイオイ

メージングプローブを開発することを目的としている。これにより、生体深部の長時間イメージングが可
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能になると期待できる。これまでに Er3+および Yb3+を共ドープした Y2O3 ナノ粒子（YNP）による NIR

蛍光イメージングに成功した。今年度は YNP表面をビオチン化 PEGおよびストレプトアビジンで修飾した

粒子を作製した(Av-YNP)。さらにがん細胞に多く発現する上皮細胞接着分子（EpCAM）を標的とするビオ

チン化抗体を用いることで、がん細胞およびがん組織特異的な NIRイメージングに成功した。 

 

(6) ナノポアを用いた１分子バイオ分析（前田、藤田、武政） 

薄膜に直径数 nm の穴を１つ開けた「ナノポア」を利用した、生体高分子の 1 分子内断面積連続評価法

開発に取り組んでいる。本年度は、高分子の分岐構造を対象に 1 分子内での分岐構造解析を試みた。分岐

高分子の 1 例として天然の多糖類であり 1 分子あたり数個の分岐を有するデキストランを対象に分析を行

った。デキストランがナノポアに通過した際に多段階に変化する電流振幅の変動がみられた。直鎖状の多

糖分子を計測した場合では得られない結果であり、また既存の（多数分子の平均としての）分岐数の結果

とおおよそ一致する事が確認できた事から、従来法のような多数分子の平均構造だけでなく、高分子の分

岐構造についてナノポアを用いる事で１分子単位の情報を得る事ができた。 

 

3. バイオ高分子の科学 

(1) 生体分子のアミロイド凝集への影響（前田、座古、吉田、Bu） 

タンパク質はミスフォールディングの結果、アミロイド線維を形成する場合があり、疾患の原因となる

とされている。本研究では、タンパク質などの生体分子がアミロイド線維凝集形成に与える影響を明らか

にすることを目的としている。これまでに我々は分子シャペロンタンパク質に注目してきた。分子シャペ

ロンは他のタンパク質の高次構造形成を介助すると考えられており、これまでに分子シャペロンの 1 種で

あるプレフォルディンが、アルツハイマー病の原因タンパク質とされているアミロイドβ(Aβ)やハンチン

トン病の原因とされているポリグルタミンタンパク質の線維形成に関与していることを発見した。今年度

はさらに他の分子シャペロンである small heat shock protein(sHsp)の Aβ凝集に対する影響を調べた。ヒ

ト由来 sHspは多量体で存在するが、リン酸化により二量体へと会合体数を変化させることが知られている。

今回我々はヒト sHspはリン酸化の有無によらずAβ凝集抑制および毒性低下に関与することを見いだした。

現在はその機構解明をおこなっている。今年度はさらにアミノ酸の Aβ凝集に対する影響を調べた。その結

果システインが効果的に Aβ凝集を抑制し、細胞毒性を低減することを見いだした。現在は他の生体化合物

の Aβ凝集や毒性に与える影響を調べている。 

 

(2) アミロイド結合・除去能を有するナノ粒子開発（前田、座古、Bu、Rotzetter、Schumacher） 

ミスフォールディングタンパク質により形成されるアミロイド線維凝集は疾患の原因となるとされてお

り、除去法の開発が重要である。今年度は C/Co磁性ナノ粒子表面を電荷、疎水性の異なる様々なポリマー

で修飾し、アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβ(Aβ)凝集への結合および除去機能についての評

価を行った。その結果、polyethylenimine を修飾したナノ粒子が高濃度(1%)のウシ血清アルブミン存在下

においても効果的に Aβ凝集に結合できることが分かった。現在は他の高分子により表面修飾した磁性ナノ

粒子による Aβ凝集への結合能を検討している。 

 

(3) 分子進化工学によるバイオポリエステル分解酵素の反応機構解明（前田、平石） 

 近年、地球温暖化などの環境問題の解決策の一つとして、二酸化炭素排出を低減するバイオポリエステ

ルが注目されている。さらに資源有効利用の観点から、使用済みバイオポリエステルの積極的リサイクル

が重要視されており、特に廃バイオポリエステルを「高度にモノマー基質が濃縮された原料」として扱う

ケミカルリサイクル技術の開発が望まれている。本研究では、従来のバイオポリエステルのケミカルリサ

イクル技術開発において軽視されがちであった「分解」のプロセスを強化することを目的として、高選択・

低副産物・高効率・低温で反応可能なバイオの利点を生かしつつ、さらに一歩進んで「分解酵素」の高性

能化を目指す。昨年度の研究から R. pickettii T1由来バイオポリエステル分解酵素の 285位のアスパラギ

ンがホットスポットとして酵素活性に大きく関与していることが分かった。そこで本年度は、N285をター

ゲットとして部位特異的飽和変異導入による変異酵素(N285X)を作製し、そのバイオポリエステル分解活性

及び水溶性基質に対する分解活性を調べた。その結果、これら二つの分解活性の間に負の相関があり、285

位のアミノ酸はゲートとして基質の出し入れに関与していることが示唆された。 
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(4) ポリアスパラギン酸分解酵素の基質認識機構（前田、平石） 

 βペプチドは、αペプチドの材料としての長所を維持しつつ、その「欠点」でもある易分解性を改良し

た材料として注目されている。そこで我々は、βペプチドを含む代表的な材料である熱重合ポリアスパラ

ギン酸(tPAA)に着目し、その生分解機構の解明を行ってきた。その研究過程において tPAA 分解に関わる

酵素を２種類発見した。一つ目の酵素(PahZ1)は、βペプチドの連鎖を特異的に認識・切断する酵素であり、

その一次構造は極めて新規性の高いものであった。そこで本年度は、本酵素の光学異性体基質認識に関す

る詳細な知見を得るため、βアスパラギン酸３量体の光学異性体を用意し、本酵素による酵素分解反応を

行った。その結果、本酵素は３量体中のβ-L-アスパラギン酸ユニットを認識し、そのカルボキシル末端側

を切断することが示唆された。 

 

(5)マイクロ流路中の微生物が示す外部刺激応答の計測（前田、尾笹） 

マイクロ流路を利用して微生物２次元培養系を構築し、光刺激や化学刺激を与えてその反応を詳細に調

べると、微生物のセンサー応用や計算媒体としての応用が期待できる。今年度は完全閉空間マイクロアク

アリウムの近傍に 2 つのバイパス流路を配置した化学刺激用のマイクロデバイスを設計し、ミドリムシの

CO2に対する反応を調べた。マイクロデバイスの材料とした PDMSのガス透過性により、バイパス流路に

流す CO2ガスがマイクロアクアリウムへ透過拡散する。一方ミドリムシはマイクロアクアリウムに完全に

閉じ込められるため、一定のセルグループを観察し続けることができ、定量的な計測が可能になった。ま

た、セルの運動軌跡を抽出して数値化する技法によって、ミドリムシの偏った分布をリアルタイムで数値

化して計測することに成功した。 

ミドリムシは 20%未満の CO2 に対しては正の化学走性を示すが、20%超える CO2 に対しては負の化学

走性を示すことが明らかになった。また、CO2の濃度が 64ppmまでは走性によるミドリムシの偏りが検出

できた。ミドリムシの偏りの時間変化は、平均化モデルを用いた CO2濃度の時間変化シミュレーションの

結果と良く一致した。これらの結果より、ミドリムシを閉じ込めたマイクロデバイスによって環境毒性を

モニターするセンシングデバイスが構築できることを示せた。 
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Key Sentence :  

1. Develop functional bioconjugated nanomaterials  

2. Develop micro/nanotechnology-based bioanalytical systems 

3. Regulate biochemical reactions and biophysical processes 

 

Key Word :  

DNA engineering, micro-analytical system, molecular chaperone engineering, biodegradable polymer, 

microbiological technology 

 

Outline 

The principal purpose of our laboratory is to explore a new frontier of research field which fuses 

engineering and biological science. On the basis of polymer chemistry, analytical chemistry, surface 

chemistry, biochemistry and molecular biology, we are studying on new materials comprising biological 

components, novel methodology for bioanalysis and medical diagnosis, and artificial systems for 

regulation of biological processes. Those new ideas and materials are being applied to the field of 

biomaterials science, environmental science, micro/nanoscience, life science and medical engineering. 

For example, we newly prepared DNA-vinyl polymer conjugates which have been applied for DNA 

biosensor, affinity electrophoresis, SNPs-responsive diagnostic nanoparticle, gene-responsive hydrogel, 

artificial gene regulation system, etc. These researches may be classified into a new category, i.e., "DNA 

engineering". 

 

1. DNA Conjugate Chemistry 

(1) Synthesis and characterization of DNA-polymer conjugates (Maeda, Fujita) 
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We have developed poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm)-block-DNA copolymers with 

controllable and well-defined architectures via precise synthesis method.  The diblock copolymers 

self-assembled into well-defined nanoparticles having a core composed of PNIPAAm and a coronal layer 

of DNA above LCST in aqueous solution.  Because the formation of micelle is reversible, the 

nanoparticles disrupt bellow LCST.  We made a triblock copolymer incorporated a third monomer with 

a reaction group to provide a thermally stable DNA-nanomaterial.  By crosslinking reaction, the 

copolymers assembled chemically into nano-gel with DNA.  The size of nano-gel showed a temperature 

responsivity.  

 

(2) Chromatin-like dynamic structures from DNA-functionalized nanoparticles (Maeda, Takarada, 

Akiyama, Shikagawa) 

The purpose of this study is to create hierarchical self-assembled materials that can exhibit 

dynamic and reversible structural changes like chromosomes (chromatin) in the nuclei of cells. For the 

first step, we have been constructing linear chains of double-stranded DNA-functionalized gold 

nanoparticle (dsDNA-AuNP) with a beads-on-a-string-like structure. This architecture is fabricated by 

aligning a number of dsDNA-AuNPs at a regular interval on a long single-stranded DNA template. In 

this fiscal year, we demonstrated that the discrete dsDNA-AuNP trimer underwent a spontaneous 

change from a beads-on-a-string-like structure to a rod-like structure by increasing the ionic strength 

of the dispersal medium. TEM observation revealed that the incubation of the aqueous trimer 

dispersion in the presence of MgCl2 resulted in an effective decrease in an inter-particle distance. 

Interestingly, this shrinkage was strongly inhibited when a terminal single-base mismatch was located 

at the interface between the dsDNA layer on the gold core and the dispersal medium. This effect is 

probably due to an increase in entropic repulsion between the particles induced by micro Brownian 

motion of the unpaired mononucleotides. With longer DNA templates prepared by using well-designed 

enzymatic reactions, one might expect the particles to be aligned extendedly even at micrometer length 

scales.  

 

(3) Photoresponsive behavior of gold nanoparticles covered with azobenzene-incorporating DNA brush 

layers (Maeda, Kanayama, Kishi, Fujisaki) 

In this study we examined a new class of stimulus-responsive DNA brush layer-functionalized gold 

nanoparticles that incorporate azobenzene units. These particles exhibit reversible photo-switching of 

their assembly behavior. Exposure to the UV light (350 nm) induces a trans-cis isomerization of the 

azobenzene moiety which induces the repulsive DNA brush layer interaction, resulting in dissociation 

of the nanoparticle assemblies. The isomerization of azobenzene unit is reversible upon exposure to the 

blue light (450 nm), resulting in reassembly of the nanoparticles cluster. 

 

2. Bioanalytical Systems Engineering 

(1) Reliable SNP genotyping using DNA-functionalized gold nanoparticles (Maeda, Takarada, Akiyama, 

Shikagawa) 

A gold nanoparticle densely functionalized with single-stranded DNAs disperses even in high 

ionic-strength medium. When the complementary single-stranded DNA, whose base number is 

identical to that of the surface DNA, is added to the dispersion to form the fully matched duplex, the 

nanoparticles aggregate spontaneously and rapidly in a non-crosslinking manner. This aggregation is 

detectable by the naked eye as a color change of the dispersion from red to blue, which is induced by 

surface plasmon resonance shift of the gold cores. More interestingly, the double-stranded 

DNA-carrying nanoparticles acquire a high colloidal stability when a terminal single-base protrusion 

(a dangling end) exists at the interface between the DNA layer and the dispersal medium. Based on the 

unique colloidal phenomena, we have been developing a facile and highly reliable SNP genotyping 

method by employing oligonucleotides prepared via single-base primer extension with the dideoxy 

chain termination method (the Sanger method) as an analyte. In this fiscal year, we selected two 

clinically important human genes for the SNP genotyping: (i) the cytochrome P450 2C19 gene (G681A), 

which is closely related to side effects of various drugs, and (ii) the endothelial nitric oxide synthase 

gene (T–786C), which is associated with myocardial infarction. Both experimental results 
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demonstrated the validity of the working principle. 

 

(2) Microchip for cell culture (Maeda, Hosokawa, Kondo) 

We have developed an extremely simple, self-standing microfluidic cell culture system, which fits 

standard biological laboratories. Microfluidic devices have been promising platforms for cell biology 

and many of microfluidic system have been reported. However, microfluidics-based experiments are 

still rather difficult for ordinary cell biologists. Our new culture system is confined in a 35 mm culture 

dish, and requires only ubiquitous laboratory items. Mouse fibroblast cells were well cultured in our 

system, which indicates it provided a good cell culture environment. Furthermore, we applied it to cell 

toxicity assays which showed similar results to those of conventional methods. 

 

(3) Highly sensitive detection of microRNAs on a microchip (Maeda, Hosokawa, Ishihara, Hasegawa) 

Towards early-stage cancer diagnosis, we have been developing a highly sensitive microRNA 

detection method with a power-free microchip. We had already established a protocol to detect target 

microRNA (miR-21-5p) from a 0.5 μL sample solution with a detection time of 20 min by sandwich 

hybridization utilizing and laminar flow-assisted dendritic amplification technique. As a result, the 

limit of detection (LOD) was 0.5 pM. This fiscal year, to provide a reliable cancer diagnosis based on 

microRNA expression profiling, multiplex microRNA detection (miR-16, 21-5p, 500a-3p) was 

demonstrated without compromising rapidity of total detection time. We observed almost no 

cross-reactivity between different sequences. We have also found strong dependency of the LOD on the 

sequence.  

 

(4) Development of microarray based immunoassay platform for high sensitive biomarker detection 

(Maeda, Hosokawa, Lee) 

We develop PSA/hK2 immunoassay platform using 3D surface nanoporous silicon. Since 

immobilization of capturing antibody on porous silicon is physical adsorption not chemical bonding 

such as covalent bonding, total assay time can be drastically reduced in first immobilization step: 

generally less than 1 min is enough to immobilize capturing antibody. As a result, less than 1 pg/mL of 

limit of detection of both PSA and hK2 were marked in blood serum with dynamic range of 5 orders of 

magnitude. It also consumes small amount of sample (less than 10 µL of serum). The total assay time 

less than 3 h included capturing antibody immobilization. Such high speed and high sensitive duplex 

assay format can lead improving diagnosis accuracy of prostate cancer and also monitoring of stage of 

disease.  

 

(5) NIR nano-phosphors for bio-imaging (Maeda, Zako, Yoshimoto) 

Near infrared (NIR) light in the wavelength region between 800 and 2000 nm is very useful for 

bio-imaging due to minimal optical loss. Rare-earth doped ceramics are known to emit efficient 

fluorescence in the NIR wavelength region. We have successfully demonstrated that Yb and Er-doped 

yttrium oxide nanoparticles (YNP) showed NIR emission under NIR excitation. This year we developed 

functionalized YNP for cancer-specific NIR bioimaging. The surface of YNP was modified with 

biotinylated poly(ethylene glycol) (PEG) and streptavidin (SA). We successfully demonstraed 

cancer-specific NIR-bioimaging using this functionalized YNP and an antibody specific for epithelial 

cell adhesion molecule (EpCAM) which is overexpressed on cancer cells and tissues.  

 

(6) Single molecular analysis for biopolymers using a nanopore (Maeda, Fujita, Takemasa)  

Nanopore, a few nano-meter hole in thin membrane, can be used to scan cross-sectional area along 

the main chain of each molecule. Branch structure of polymer was investigated in the single molecular 

level. Dextran was investigated as an example of branch polymer, and multi-level current steps were 

observed during translocation of each dextran molecule across the membrane due to the branch 

structure, which was not observed for linear polymer. This demonstrates a potential of this nanopore 

cross-section scanning technique to investigate branch structure of polymer in the single molecular 

level. 
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3. Biomacromolecular Science 

(1) Amyloid formation and biomolecules (Maeda, Zako, Yoshida, Bu) 

Misfolded proteins could aggregate into fibrils that cause various diseases. Amyloid β peptide (Aβ) 

forms typical amyloid fibrils and is known to cause Alzheimer’s disease (AD). We have exmamined 

effect of biomolecules, such as proteins on amyloid formation. In particular, we focused on the efefct of 

molecular chaperone proteins, which can help folding of other proteins. This year, we examined effect of 

molecular chaperone small heat shock protein 27 (sHsp27), which was found in AD brain, on Aβ 

aggregation. sHsp27 is in equilibrium between high molecular weight oligomers and much lower 

molecular weight dimers. Previous studies have shown that phosphorylation of sHsp27 results in a 

major shift in the equilibrium toward much smaller dimers. We found that both phosphorylated 

dimeric sHsp27 and non-phosphorylated oligomer suppressed Aβ aggregation and toxicity. We also 

demonstrated that amino acid cyctein could prevent Aβ aggregation and reduce cytotoxicity. Our 

results suggest the potential protective role of sHsp and amino acid in AD. 

 

(2) Functional nanoparticle for amyloid adsorption and extraction (Maeda, Zako, Bu, Rotzetter, 

Schumacher) 

Nanomaterials are increasingly suggested for selective adsorption and extraction of complex 

compounds in biomedicine. We modified the surface properties of carbon-coated cobalt nanoparticles 

with various polymers differing in charge and structural character. Thereafter the adsorption efficiency 

of amyloid fibrils on different particles was tested under competitive adsorption conditions (high excess 

in bovine serum albumin) to simulate a protein rich environment such as in blood plasma. We found 

that polyethylenimine coated nanomagnets can bind Aβ aggregation under such competitive conditions. 

This magnetic particle tool allows a fast characterization of surface – structure interactions and can be 

extended to various kinds of other proteins and biostructures. 

 

(3) Reaction mechanism of polyester-degrading enzyme revealed by directed evolution  (Maeda, 

Hiraishi) 

Biomass polymers have attracted interests as ecofriendly materials with the intent of solving 

problems such as a global warming that is characterized by a marked increase of atmospheric CO2 level 

as well as depletion of the resources. From viewpoint of effective use of resources, the development on 

chemical recycle of biomass polymers is urgently desired. Enzymatic decomposition of the polymers is 

most important as a first step in their recycling. However, there has been no effective recycling system 

for them because of no enzyme having high-degrading activity. In this research, to improve the 

recycling system of the biomass polymers, evolutionary molecular engineering will be applied to key 

enzyme such as PHB depolymerase (PhaZRpiT1). This year, we carried out the site-specific saturated 

mutagenesis at position 285 of PhaZRpiT1 and applied N285X mutants to p-nitrophenylalkanoate 

(pNPCn) hydrolysis and PHB degradation. As a result, we found that the PHB-degrading activities of 

N285X were reciprocally related to their pNPCn-hydrolyzing activities, and that the residue at this 

position in PhaZRpiT1 probably plays a key role as part of the gate in the regulation of substrate 

recognition. 

 

(4) Substrate recognition mechanism of poly(aspartate) hydrolase  (Maeda, Hiraishi) 

-Peptides have attracted attention as materials which show potentially their enzymatic and 

metabolic stabilities in keeping with such advantages of -peptides. We have examined the 

biodegradation of thermal synthesized poly(aspartate) (tPAA) which contains 70 % -aspartate units in 

its molecule, and found two types of novel PAA hydrolases (PahZ1 and PahZ2). Especially, PahZ1 

showed an interesting property of cleaving only the amide bond between the -aspartate units in tPAA. 

This year, to obtain the detailed findings about the substrate-steroselectivity of PahZ1, enzymatic 

hydrolysis of diastereometric -tri(aspartate)s by PahZ1 were performed. The results suggested that 

PahZ1 recognizes -L-aspartate unit in the trimers and cleaves amide bond at carboxyl part of such 

unit. 

 

(5) External stimulation to microbes confined in microdevices (Maeda, Ozasa) 
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We investigated on-chip cytotoxicity gas sensing using the bacterial chemotaxis of Euglena 

confined in a microaquarium. A test PDMS microdevice prepared had one microaquarium and two 

microfluidic channels passing aside of the closed-microaquarium. The chemotactic microbial cells were 

confined in the microaquarium, whereas two gases (one sample and one reference) flowed in the two 

separated microchannels. Gas molecules move from the microchannels into the microaquarium by 

passing through porous PDMS wall, and dissolve into the water in the microaquarium, where Euglena 

cells are swimming. The chemotactic movements of Euglena were observed with an optical microscope 

and measured as traces in real time. By injecting CO2 and air into each microchannel separately, the 

Euglena cells in the microaquarium moved to air side to escape from CO2. This observation showed 

that the concentration gradient of CO2 was produced in the water in the microaquarium. The 

CO2-avoiding movement of Euglena was observed for CO2 concentrations above 20%, whereas positive 

chemotaxis was resulted for CO2 concentration below 20%. 
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