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《 解説》

遺伝子診断によるサルモネラ検査法

Methods for Detection of Salmonella by Nucleic Acid-based Assay 

並松孝憲

全農家畜衛生研究所研究開発室，干285-0043千葉県佐倉市大蛇町 7

Takanori Namimatsu 

Research & Development Section， Zen-Noh Institute of Animal Health， 

7 Ohja-machi， Sakura-shi， Chiba， 285-0043 
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はじ めに

サルモネラは人および家畜にとって最も重要な病原微

生物の一つである5)。そのためサルモネラ症に擢患した

人や動物の下痢便，食品，飼料および環境材料からサル

モネラを検出することは非常に重要である。これらのサ

ンフ。ルからのサルモネラ分離や検出率を向上させるため

に培養法や培地が改良され9.14.17) またいろいろなタイプ

の検出キットが市販されている。これらの商品を Feng8
)

は5つのクーループに分けたが， このグループの中で最新

の技術として注目されているのが nucleicacid-based 

assay (核酸に基づく検出法)である O この検出法はさら

に幾通りかの方法に細分されるがその中で主なものが，

DNAプローブ法と PCR法である

1. DNAプローブ法による検査

現在，わが国でも DNAプローブ法による検査キット

が市販されている。しかし，このような検査キットを畜

産分野でのサルモネラ検査に使用した例は多くはない。

そこでこの検査キットを畜産現場でのサルモネラ検査に

使用する方法やそれに伴う注意点等を紹介したい。

1) DNAプロープ法とは(核酸ハイブリダイゼー

ションの原理)

DNAは二重らせん構造をしているが，これは 2本の

ポリヌクレオチド鎖が水素結合により結合し形成されて

いる。 2本のポリヌクレオチド鎖は反対方向を向いてい
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るが，その関係は相補的であり，一方の鎖にアデニンが

あれば，もう一方の鎖のアデニンに結合する位置にはチ

ミンがある O この 2本鎖は，加熱したり， pHを上げたり

することにより相補的な 2本の 1本鎖に解離することが

できるが，熱を下げたり， pHを下げたりすると再び2

本鎖に戻る。このプロセスを「ハイブリダイゼーション」

という泣〉。

ハイブリダイゼーションは，ヌクレオチド塩基が相補

的塩基(アデニンに対してはチミン， シトシンに対して

はグアニン，またはそれらの逆)と水素結合を形成でき

たとき可能となるため，その反応は非常に特異的であ

る。例えば， 2本のポリヌクレオチド鎖が存在したとき，

それらの塩基配列が相補的であれば，ハイブリダイズし

l本の 2本鎖を形成するが， 相補的でなければハイブリ

ダイズしない。この核酸ハイブリダイゼーションの反応

を利用することにより，無関係な核酸がたくさん含まれ

るサンプルから特異的な核酸を検出することが出来る。

ある特定の生物，例えばサルモネラ属に特異的な塩基配

列が分っていれば，その塩基配列に相補的な塩基配列の

ポリヌクレオチド鎖に標識を付けておく。この標識され

たポリヌクレオチド鎖を変性させた核酸溶液に加え，核

酸ハイブリダイゼーションさせる。サルモネラ属の核酸

が存在する場合には，標識されたポリヌクレオチド鎖が

サルモネラ属の相補的塩基配列に特異的にハイブリダイ

ズする。その後，この標識を検出することでサルモネラ

属を検出することが出来る。この時に使用する標識され

たポリヌクレオチド鎖のことを「核酸フoロープ」といい，

核酸が DNAのとき， iDNAプローブ」という。この
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DNAプローブを使った核酸ハイブリダイゼーション法

が DNAプローブ法である。

現在サルモネラ検出用に市販されている検査キットは

サルモネラの DNAではなくリボゾーム RNA(rRNA) 

を標的核酸としている 11.1のo rRNAを標的核酸とするこ

とにより以下のメリットがある。

a 検出感度が高い。 l細胞の中に DNAは原則とし

て 1組合まれているだけであるが， rRNAは約 104個含

まれている。そのため DNAを標的にした場合より，

rRNAを標的にした場合の方が検出感度が高くなる。

b. 工程を省ける。 DNAを標的にした場合， DNAは

2本鎖であるため，溶菌抽出後， DNAプロープをノ¥イブ

リダイズさせるために， DNAを変性させ l本鎖にする

必要がある。一方， rRNAは元々 l本鎖であることから

変性させる工程を省くことができる。

2) IDNAプローブ法」の操作法

現在， わが国で市販されている DNAプローブ法を応

用したサルモネラ検査キットは次の 2種類である。

「核さんテスト サルモネラ」・日本製粉株式会社製・

株式会社科学飼料研究所発売

「サルモネラ アッセイ J: GENE-TRAK Systems 社

製・アヅマックス株式会社発売

本稿では「核さんテスト サルモネラ」を例に DNA

プローフ、法を応用したキットの操作方法を説明する。

a 準備するもの

a) 保温器 (35~370C)

b) 接着用テープ(例:ニチノ¥ン(株)セロテープ・幅

12mm以上〕

c) 洗浄用容器(縦約 150mmX横約 100mmX深さ

約 50mm)

d) マイクロチューブ(ポリプロピレン (pP)製・滅

菌済み)

e) マイクロピペット (20~200μJ の可変式)

f) マイクロチップ(滅菌済み)

g) 生理食塩水 (0.85%塩化ナトリウム水溶液)

b 操作法

DNAプローフ、法を応用したキットの操作は<アルカ

リ溶菌>， <ハイブリダイゼーション>， <酵素抗体反

応>および<発色反応>の工程に分けられる(図 1)。各

工程の内容，操作方法および注意事項は以下の通りであ

る。

<アルカリ溶菌>

被検菌液に変性液を混合することにより，強アルカリ

状態で菌を溶かし，菌体内の rRNAを抽出する。

なお，本キットの直接の検査材料は選択増菌培養が済

んだハーナ・テトラチオン酸塩 (HTT)培地等の増菌培

養液である。

操作方法および注意事項

a) マイクロチューブに変成液 lを 100μJ入れる。

※亜セレン酸ナトリウムを含有する選択増菌培地(セレ

ナイト・システイン培地等)を使用している場合は変性

液 lではなく lSを使用する。

ハイブリダイゼーション
リボゾーム

アルカリ溶菌

J 

時固定 RNA

(リボゾーム RNA捕捉)
定

図1.検出の原理
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b) 選択増菌培養終了の菌液をよく漬枠しその内 300

μJをマイクロチューブに入れる。

※沈降炭酸カルシウムを含有する選択増菌培地 (HTT

培地等)を使用している場合は，底に沈殿している沈降

炭酸カルシウムが完全にほぐれ，培地に均一に懸濁する

ように激しく撹祥する。撹祥後 5 分~10 分間静置し上清

を300μJ採取する。静置することにより沈降炭酸カルシ

ウムが沈殿していくが，この時同時にサルモネラもゆっ

くりとではあるが沈殿していく。よって，静置時聞があ

まり長くなってしまうと検出感度が下がってしまう。

c) 変成液 2を50μJ入れ， よく混ぜて， 35~370C で

10分間反応させる。

※サンフ。ルが多い場合は 35~3rc ・ 10 分間では完全に

溶菌しきれないことがあるので反応時聞を延ばすか，保

温器ではなくウォーターパスで保温する。

※ DNAプローブ法での標的は生きているサルモネラ菌

体内に存在する核酸なので，この溶菌工程が本キットに

関わらず DNAプローブ法では重要になってくる。溶菌

が不十分だと検出感度が低下する。また， この溶菌工程

ではガラス製の試験管やピペットは絶対に使用してはな

らない。ガラスに核酸のリン酸が結合するため検出感度

が極端に下がってしまう。

<ハイブリダイゼーション>

溶菌液中にサルモネラの rRNAが存在すると，この

rRNAとウェルに固定されている捕捉用の DNAおよび

DNAプローブが結合し，結果的に DNAプローフが

ウェルの底に捕捉される。

操作方法および注意事項

a) フレームに捕捉用の DNAを固定しであるウェル

を必要数(検体数十2)セットする。セットした全ウェル

にプローブ液を 50μJ入れる。

b) 各検体の溶菌液を 50μJずつ加える。最後に陰性

コントロールと陽性コントロールを，それぞれ 50μJず

つ加え，接着用テープでウェルをシールし乾燥を防ぐ。

35~370C で 60 分間反応させる。

※ハイブリダイゼーションの反応時間は厳密に 60分で

なければならないと言うわけではない。 60~180 分間の

間であれば結果にほとんど影響はなし、。ただし絶対に 60

分間より短くしてはならない。

<洗浄>

この操作により，結合しなかった DNAプローブは洗

い流される。

操作方法および注意事項

a) 生理食塩水 1，000mlにX200洗浄液を一本加え，

bu百erA(洗浄液)を作る。

第 36巻 2000 年

※市販の生理食塩水や精製水を使用している場合は問

題ないが，精製水を自作している場合には，この精製水

の管理が重要になってくる。フィルターを定期的に交換

していなかった精製水を使用したために正しい結果が得

られなかった事例がある。

b) 洗浄用容器に bufferAを入れ，ハイブリダイ

ゼーション反応の終わったウェルを洗浄する。

<酵素抗体反応>

この反応で酵素抗体 (conjugate) はDNAプローブ

と結合する。よって， DNAプローフ、が捕捉されている

ウェルでは酵素抗体もウェルの底に捕捉されることにな

る。

操作方法および注意事項

a) conjugate濃縮液を conjugate希釈液に全量加

え， bu百erBを調整する O

※ conjugate濃縮液は非常に量が少ないので conju-

gate希釈液で，とも洗いした方が良い。調整した

bufferBは時間と共に反応性が低下するが， 4
0

Cで保存

しておけば， 2カ月聞は結果に影響はない。ただし，それ

を過ぎると徐々に検出感度が低下する。

b) 調整した bu百erBを洗浄の済んだウェルに 100μ1

加え，接着用テープでウェルをシールし乾燥を防ぐ。 35

~3rc で 60 分間反応させる。

※ハイブリダイゼーションの反応時間と閉じように 60

~180 分間の間であれば結果に影響はほとんどない。た

だし絶対に 60分間より短くしてはならない。

<洗浄>

先の洗浄操作を繰り返すことにより，結合しなかった

酵素抗体を洗い流す。

<発色反応>

ウェルに捕捉されている酵素抗体と発色液中の酵素基

質が反応し，発色液の色が変化する。

操作方法および注意事項

a) 発色原液 Aと発色原液Bを混合し発色液を調整

する。

※この時にチップは pp製を， 容器は pp製またはガラ

ス製(小試験管等)を使用する。発色原液 Bは有機溶媒

であるため，それ以外のプラスチック製品を使用すると

溶解することがある。

※発色液は時間と共にわずかながら発色することがあ

るので，必ず2回目の洗浄作業が終了してから調整す

る。

b) 調整した発色液を洗浄の済んだウェルに 100μL

ずつ加え，室温で 15分間反応させる。

※発色液は自然光中の紫外線でも発色するので発色液
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の調整と反応は直射日光が当たらない場所で行う。でき

れば窓から一番遠い場所で行うのが望ましし、。

※水道水に含まれる塩素によって発色反応が起こるた

め水道水の蛇口の近くでは発色反応を行わない方が良

L 、。

<判定>

発色反応後ウェル内の発色液の色を見て，陰性コント

ロールよりも青い場合をサルモネラ陽性とする。陽性の

場合，ウェルに捕捉されている酵素抗体と発色液中の酵

素基質が反応し発色液は青色を呈する。陰性の場合，

ウェル内に酵素抗体が存在しないため，発色液に色の変

化が起こらず無色のままである。

※洗浄操作が不十分であったりすると全てのウェルが

淡い青色を呈する場合がある。このような場合は陰性コ

ントロールよりも青色が濃い場合をサルモネラ陽性とす

る。

第 1日午後 試料

3) DNAプローブ法による養鶏場のサルモネラ検査

法

養鶏場のサルモネラ検査を行う場合，検査する試料は

鶏舎内慶竣，飼料や盲腸便等である。通常，これらの試

料に含まれるサルモネラ数は非常に少ない。そのため，

試料毎に検査する方法が提案され標準化されている 12)。

a. 選択増菌培養:DNAプローブ法によるサルモネ

ラ検査キットの検出感度は 10ト 6cfu/mlなので検査

キットと使用してサルモネラを検査する場合でも試料中

のサルモネラを増やす増菌培養が必要となる(図 2)。検

査キットで検査するのは，この選択増菌培養液である。

※培養液中の菌数が多ければ多いほどキットでは発色

が濃くなり，判定しやすくなるので培養時聞は許す限り

延ばした方が良い。

※亜セレン酸を使用した選択増菌培地よりもハーナ・

テトラチオン酸塩培地の方が検出感度は高い。

前増 菌 埼 地

( 5または 25g) + ( 100または 225mL)

第 2日午前

第 3日午前

サルモネラ陰性

第 4日以降

(燐酸緩衝ペプトン水)等

(1または 10mL摂取)

選択増菌培地 (10または 100mL ) 

(ハーナ・テトラチオン酸塩培地)等

サルモネラ陽性

菌の分離が

必要な場合

(BG寒天培地)

(20μ.glmlノボビオシン加 DHL寒天培地)

(MLCB寒天培地)等

図 2. IDNAプローブ法」によるサルモネラ検査の流れ
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表1. 各種キットの培養法に対する反応性と特異性の比較

キ 、ソ ト 名 反応性* 特異性* 文献

抗体による検出キット

Equate Salmonella 100% (17/17) 87.4% (90/103) 6 

PATH-STIK 87.50% (42/48) 88.00% (44/50) 10 

Locate 94.10% (16/17) 100% (33/33) 13 

DNAプローブ法による検出キット

核さんテストサルモネラ 98.20% (166/169) 99.50% (209/210) 16 

サノレモネラアッセイ 100% (9/9) 99.70% (394/395) 21 

、 (培養法+・キット+)数
*・反応性4)二 LX100 

(培養法+・キット十)数+(培養法十・ 1

山 一 (培養法 ・キット )数
-特異性的 一一一一一 x 100 

(培養法 ・キット+)数十(培養法 ・キットー)数

b. キットによる検査.操作説明書に基づき，操作す

る(前述参照)。

c. 分離・同定:キットで陽性の場合は分離培養を行

い，確認培養によりサルモネラを同定し，必要に応じて

血清型別を行う。

養鶏場等のサルモネラ検査ではいろいろな種類の試料

を検査することが想定されるが，どの試料でもキットで

直接検査するのは選択増菌培養が終了した培養液であ

る。そのため，基本的にキットで検査ができない試料は

ない。実際にいろいろ試料について比較を行ったが，試

料の種類による特異性や反応性の違いは認められなかっ

た16)。

4) 他の方法との比較

DNAプローフ、法以外の方法による検出キット，特に

抗体による検出キットについて培養法との比較成績が報

告されている。これらの成績と DNAプローフ法による

検出キットの成績を比較した(表1)0 DNAフ。ローブ法

による検出キットは 2キットとも反応性・特異性のどち

らも非常に高かった。一方，抗体による検出キットは反

応性や特異性が 90%以下のものもあった。このことは

DNAプローブ法による検出キットの性能は抗体による

検出キットと同等かそれ以上であることを示している。

2. PCR法による検査

最近，検出感度の高い方法として PCR法が注目され

ている。

PCR法は標的の遺伝子(核酸)を特殊な機器により増

幅させ，生成された増幅産物を電気泳動等により検出す

る方法である。遺伝子を増幅するために特殊な機器が必

要であるが，検出用プライマーと反応条件等を変更する

ことにより l台でいろいろな病原菌の検査が行えるので

非常に有用である。近年，機器の導入が進みウイルス等

の培養に時間がかかる病原因子の検出事例が報告されて

いる。

サルモネラに関しでも現在，サルモネラ属を検出でき

るキットとして， Iサルモネラ菌CinvA遺伝子)One 

Step PCR Screening KitJ (宝酒造株式会社発売)等，数

製品が発売されており，それらを購入すれば PCR法に

よるサルモネラ検出が可能である。市販キットだけでは

なく，文献でもサルモネラ属を検出するプライマーは報

告されているJ)。また，サルモネラは l属 2種3) (Salmo 

nella entericaとS.bongori)であるが， Baumlerら2)は

S. entericaのみを検出し S.bonngoriには反応しない

PCR法を報告している。

一方，サルモネラ検査では分離されたサルモネラの血

清型が重要である場合が多いが，このような血清型を同

定できる製品は現在市販されていない。しかし，いくつ

かの血清型については同定できる方法が報告されてい

る。今回は， その中で S.Eηteritidisを同定する方法を

例に PCRの操作方法を紹介したい。

1) PCR法の操作方法

a 準備するもの

a) 恒温槽 (56
0C)

b) 沸騰ウォーターパス(1000C)

c) マイクロチューブ用卓上遠心機

d) ボルテックスミキサー

e) サーマルサイクラー

f) 電気泳動装置
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g) 紫外線撮影装置 操作方法および注意事項

h) Mupid用ゲル製造セット 筆者は鶏舎のホコリや盲腸便についてその選択増菌培

i) パラフィルム“M" 養液を試料として PCR法で、サルモネラ検査を実施して

j) 染色・洗浄用容器(縦約 150mmX横約 100mm いる。選択増菌培養液からの DNAの抽出は簡易抽出

×深さ約 50mm) キットのインスタジーン・マトリックス CBIO-RAD社)

k) マイクロピペット(1~20， 20~200， 200~ 1，000μJ を使用している。

の可変式 a) 培養液 (HTT培地)100μ1を900μJの滅菌蒸留水

1) 1.5 mlマイクロチューブ(ポリプロピレン製・滅 が入ったマイクロチューブに入れる。

菌済み b) 1 分間 10，000~12，000 rpmで遠心し，上清を捨て

皿) 0.2ml PCR用マイクロチューブ(滅菌済み) る。

n) マイクロチップ(滅菌済み c) 200μlのインスタジーンを加え， 56
0

C で 15~30

0) ローディング用チップ(滅菌済み) 分間インキュベーションする。

b 操作法 この時ピペッティングによりベレットをよくほぐす。

PCR法による検出法は <DNAの抽出>， <DNAの d) 10秒間ハイスピードでボルテックスにかける。

増幅>および<増幅産物の検出>の 3つの工程から成っ 1000Cの沸騰ウォーターパスに 8分間チューフ守をつけ

ている。各工程の操作方法および注意事項は以下の通り る。

である e) 10秒間ハイスピードでボルテックスにかける。

<DNAの抽出> 10 ，000~ 12，000 rpm で 2~3 分間遠心する O

プライマー

SE-A2 5'-GCCGTACACGAGCTTATAGA-3' 

SE-C2 5'-AAAGTGATGCCTTCTGCATC-3' 

PCR fragment 620 bp 

PCR反応液の組成(50μL) 反応時間

1.5mM MgC12 95
0

C 10分

50mM KC1 

(AmpliTaq GoldJ 

イサ

「
|
|
〉
|
|
J

ゆ

ゆ

ゆ

℃

℃

C
 

lOm M  Tris 

1.25U Taq DNA polymerase 

0.2mM of each dNTP 

0.5μM of each Primers 72"C 10分

抽出液 (1μL)

D.W. Total50μL 4
0

C保存

図 3. Salmonella Enteritidis用 PCRの条件
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f) 上清を PCR用の DNA抽出液とする。 ※増幅産物の大きさにより，ゲルの寒天濃度を調整し，

<DNAの増幅> また泳動時間も換える。

操作方法および注意事項

SE検出用として Woodら23)の方法を応用した(図 今回紹介した Woodら23)のプライマーは， SEが特異

3)。 的に保有している 36Mdの病原性フoラスミドを標的遺

a) PCRの反応液を調整し， PCR用マイクロチュー 伝子領域としている。そのため，このプラスミドを保有

ブに 49μJす、つ分注する O していない SEは当然検出することはできない。また，

b) <DNAの抽出>f.を lμl加える。 SEの病原性プラスミドと類似のプラスミドを保有して

c) ミネラルオイルを重層する。 いる s.Blegdamや S.Moscoω等が交差反応を起こす

※機種によってはミネラルオイルは不必要。 ことが報告されている。

d) サーマルサイクラーに反応条件を入力する。 筆者が当研究所に保存している SEについて病原性プ

巴) cで調整終了した PCR用マイクロチューブを ラスミドの保有を調べたところ，その保有率は 90%以

セットし，サーマルサイクラーを作動させる。 上であった(未発表)。また，交差反応を示すことが報告

f) 操作終了後は 40Cに保存する。 されている血清型については，当研究所ではほとんど分

※同じ様なサルモネラ検出用 PCRであっても，標的と 離されたことがない。唯一， S. Blegdamが分離されてい

している遺伝子が異なっていれば，プライマーおよび反 るが，この株は SE類似のプラスミドを保有しておら

応条件(温度と反応液の組成)も異なるので十分注意す ず，交差反応は示さなかった(未発表)。このようなこと

る必要がある。 から， 今回使用したプライマーは SEを検出するのに完

<増幅産物の検出> 壁とは言えないまでも充分有用であると考えられる。

アガロース電気泳動法により目的の DNA断片が増幅 2) 検出感度

されているか確認する。 PCR法の検出感度は抽出法に左右される。仮に抽出

操作方法および注意事項 効率が 100%と仮定すると， PCRを行うチューブ中に

a) 3.5% NuSieve 3 : 1 agarose (製造 :FMC社)ゲ 10個のサルモネラが存在する場合は取りこぼし無く検

ルを Mupid用ゲル製造セットで作製し， TAE 出できる。 PCR反応液量が 100μlのとき，使用する抽出

Bufferに保存しておく O 液量は 1~10μJ である。抽出液中に DNA や RNA など

b) パラフィルムを適当量切り取る。 の核酸以外の爽雑物，特に PCR反応を阻害する物質が

c) Loading Bu首位を 2μJパラフィルムに乗せる。 含まれていないか含まれていてもその量が少ない場合に

d) <DNAの増幅>dを 10μJピペットで吸い取る。 は抽出液を 10μJ使用して差し支えないが，阻害物質が

巴) パラフィルム上で LoadingBufferとピベッティ 多量に含まれている場合には出来るだけ爽雑物の量を減

ングにより混合する。 らすために，使用する抽出液の量は 1μJが望ましい。そ

の a)で保存したゲルを電気泳動装置にセットし， の結果， PCR法の検出感度は 104個Imlとなる。しか

泳動槽に TAEBufferを満たす。 し， 実際には DNAの抽出効率は 100%ではないことか

g) 分子量マー カ ー (TaKaRa: 100 bp DNA ら， PCR法の検出感度は 105個Iml程度となる。このこ

Ladder)を5μ1，および巴で混合した PCR反応液 とより，たとえ PCR法を用いても実際に野外の環境材

を 12μJずつゲルにローディング用チッフ。で充填す 料を検査する場合には，増菌培養が必要である。

る。 3) PCR法の応用

h) 電気泳動を行う(100v，約 30分間)0 a. AP-PCR (arbitrarily primed PCR) 

i) エチジウムブロマイトフjく液液(1mg/1，000 ml)を 1990年に W巴lshら叫が開発した方法で， 目的とする

染色用容器に適量入れる。 生物のゲノム情報が明らかになっていなくてもそのゲノ

j) 電気泳動が終了したゲルを i)の染色液に浸す。 ムの多型を検出することができる方法である。

k) 室温で 20分間ゆっくり振とうする。 通常 PCR法では 2種類のプライマーを使用する。ア

1) 別の容器に蒸留水を適量入れ，その中に k)が終 ニーリング温度を高く設定することによりそれぞれのプ

了したケ、ルを浸す。 ライマーに相補的な配列に爽まれた領域のみを増幅させ

m) 室温で 20分間ゆっくり振とうする。 る。よって増幅される DNA断片は 1種類である。それ

n) 紫外線撮影装置で写真を撮る。 に対し AP-PCRではプライマーを 1種類使用し，最初
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の数サイクルの PCRではアニーリング温度を低く設定

する。それによりプライマーとある程度相補性のある配

列に爽まれた領域が増幅される。ついで，アニーリング

温度を高く設定した PCRを行い先に増幅された DNA

断片をさらに増幅する。最後に電気泳動により増幅され

たDNA断片を検出する方法である O 最初のアニーリン

グ温度を低くすると増幅される DNA断片の種類は多く

なる。

プライマーと反応温度条件を変えることにより同一血

清型の株間の比較が行える。 Fadlら7)は本方法により

S. Enteritidisの株間の比較を行っている。

b. RAPD (random amplification of polymorphic 

DNA) 

1990年に Williamsら叩)によって開発された方法で

ある。原理は AP-PCRとほとんど同じであるが，本方法

では 10mer程度のランダムなプライマーを 1種類使用

し， PCRの途中でアニーリング温度を変えない。

腸管出血性大腸菌 0-157の疫学調査で本法は広く実

施された。サルモネラにおいても本法による疫学調査法

は有用であると思われる。

しかし，通常の PCR法は特異的な増幅であることに

対し， AP-PCRや RAPDはあくまで非特異的な増幅法

である。そのため条件のわずかな違いが結果に大きな影

響を与え，再現性が乏しくなるという欠点を抱えてい

る。

c. multiplex PCR 

PCRでは lつの標的遺伝子を検出するために l組

(標的領域を挟んだ 2種類)のプライマーを用いる。通常

の PCRでは 1種類の PCR反応j夜で検出するのは 1種

類の標的遺伝子である。もしもひとつの試料 DNAにつ

いて 2種類の標的遺伝子を検出しようと思えば 2組のフ。

ライマーが必要でありそれぞれのプライマーを含んだ 2

種類の PCR反応液が必要である O そこで 1種類の PCR

反応液に 2組のプライマーを一緒に入れ， 1回の PCR

で 2種類の標的遺伝子を同時に検出する方法が multi田

plex PCRである。サルモネラ検査に応用した例として，

Soumetら18)はl回の PCRで3種類の標的遺伝子を同

時に検出する方法を報告している。

本法は l回の PCRで数種類の標的遺伝子を検出でき

ることから，その応用範囲は非常に広いと思われる。し

かし，プライマーの種類によっては， 1つの PCR反応液

で同時には使用できない組み合わせがあるo 3種類の標

的遺伝子を検出する場合を例に説明する。 A，Bおよび

C遺伝子を検出するために，それぞれに対する 3組のフ。

ライマーを混ぜて使用したとする。そのとき， B遺伝子

に対する反応性が AとC遺伝子に対するそれより強い

場合， B遺伝子のみが増幅され，本来増幅されなければ

ならない Aおよび C遺伝子が増幅されないという現象

が起こる。この現象はよく認められることから本法を実

施する場合，プライマーの組み合わせには十分注意する

必要がある。
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