量子ドットを用いた微量タンパク質検出法
量子ドットの集積で抗体によるタンパク質の検出感度を飛躍的に向上
これまでにない優れた特性をもつ蛍光性量子ドットを新たに合成し、この量子
ドットを用いてタンパク質や DNA/RNA 計測用のナノバイオハイブリッド材
料の開発に成功した。さらに、この新材料を抗体を用いた微量タンパク質検出
法（イムノブロット法）に応用したところ、検出感度が大幅に向上した。
We have succeeded in the synthesis of unique high quality fluorescent quantum
dots, and nano-biohybrid materials for protein and DNA/RNA measurements are
developed using the quantum dots. The nano-hybrid materials can be applied
for detection of trace amounts of proteins using antibodies (immunoblotting). The
sensitivity of the method was drastically improved.
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Simultaneous excitation at 365 nm

図 1 合成した量子ドットの高分解透過型電
子顕微鏡写真
今回合成した量子ドットのうち、サイズが３
nm のものを示す。

Size-dependent emission

Fluorescence

プを目指す。

図 2 量子ドットが発する蛍光
サイズが小さい（2nm）と青色の蛍光を発し、
3nm では緑色、4nm では黄色、サイズが大き
い（5nm）と赤色の蛍光を発する。励起波長は
365nm。
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図 3 量子ドットの蛍光スペクトルのサイズ依
存性
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発し、これを利用してタンパク質アビ

や異物を特異的に標識する量子ドット

図 4 アビジンおよびビオチンを結合した量子
ドットの模式図
左：量子ドット - アビジン
右：量子ドット - ビオチン

ジンや生体分子ビオチンと量子ドット
を結合した材料を合成した
（図 4）
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図 5 細胞中に存在する微量タンパク質（TRF １、Tin ２）の検出
左：従来のイムノブロット法 A1；スキーム、A2；TRF1 および Tin2 のバンド
右：量子ドット使用イムノブロット法 B1；スキーム、B2；TRF1 および Tin2 のバンド
番号は各タンパク質量に相当する量の白血病細胞株 K562 細胞溶菌液
1：10 µg、2：20 µg、3：30 µg、4：40 µg、5：50 µg。

ムノブロット法では高感度に検出でき
ることがわかった
（図 5B2）
。
さらに、量子ドットの蛍光は、市販
の蛍光測定装置で連続測定した場合で
も約 40 分間は安定であり、解析や検
出データの取得にも適していることが
分かった。また、4℃で遮光しておけ
ば、蛍光シグナルに大きな変化は見ら
れず、数週間は安定であった。
これらの結果は、量子ドットを用い
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