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根室分離株多包条虫からの種特異的遺伝子

(U1 snRNA gene)のPCR法を用いた検出
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Echinococcus multilocularis Isolated in Nemuro, Hokkaido

(the Nemuro Isolate)by Using PCR Method
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糞便の虫卵検査は､終宿主動物における感染の有無を判

定するための有効な診断方法の一つである｡しかしながら､

多包条虫Echinococcus multilocularisを含むテニア科条

虫は､検出された虫卵が形態的に区別できないため､本法

をこれらの寄生虫の感染の診断に用いることはできなかっ

た｡近年､ PCR法の開発により､微量なDNAを検出する

ことが可能となり､多包条虫に関しても､種に特異的な

DNAの検出の試みがなされ､DNAによる本条虫の同定が

可能であるという報告がGottstein　&　Mowatt1)および

Bretagneら2)によってなされた｡このことは虫卵検査にお

ける虫卵の同定が､形準ではなく種特異的なDNAの検出

により行うことが可能であることを意味する｡これらの2

つのグループが報告したDNAは､前者1)は､ゲノムDNA

ライブラリーから機能は不明であるが多包条虫に特異的に

反応するクローンを得て3)､その塩基配列からPCRをデザ

インしたのに対し､後者2)は､真核生物において種特異的な

配列であると考えられているU1 snRNA geneの塩基配列

を決定し4)､このDNAを糞便の中から検出するために

PCRをデザインし､その有用性を検討したというものであ

った｡

我々は､ 1.実際に糞便中の虫卵からのDNAの検出を

行っていること､ 2.検出されるPCR産物のサイズが小さ

いこと(前者が2.6kbpであるのに対し､後者が337bp)､ 3.

機能が明確なDNAを検出できること､などの利点から後

者の方法を用い､当研究所で継代維持している分離株に対

して､ 1.本研究所で生物学的性状を実験的に明らかにし

ている根室分離株での遺伝子の検出の可能性､ 2.すでに

感染力を失った虫卵からの遺伝子の検出の可能性､の2点

について検討を行ったので報告する｡

実験に用いた多包条虫は､ 1987年に根室市で捕獲したエ

ゾヤチネズミClethrionomys rufocanus bedfordiaeから分

離し当研究所で継代している分離株(the Nemuro isolate)

である｡原頭節は､虫卵を感染させたコットンラット

Sigmodon hispidusの肝臓に形成されたシストから分離し

た｡また虫卵は､イヌに実験感染を行い感染後42日目の糞

便中に排出されたものを､抗生物質(ペニシリンGカリウ

ム1,000IU/ml､硫酸ストレプトマイシン10mg/ml)を添加

した生理食塩水中に入れ､ 4 ℃で約800日間保有したものを

用いた｡これらの材料は､あらかじめ駆虫処理した毛皮用

の養殖ギツネから排出された糞便に混入したのち､ DNA

の抽出を試みた｡虫卵の感染性を確かめるために用いた動

物は､ 4週令の雄のSPF ddY系マウス5匹および当研究

所で生産している約2ヶ月令の雄のコットンラット5匹で

あった｡

原頭節は100,000個を､虫卵は100､ 1,000ならびに10,000

個を4gの糞便に添加したものを準備した｡またコントロ

ールとして､なにも添加しない糞便4gを準備した｡

DNAの抽出法､ PCRによる増幅および32Pでラベルし

たプローブによるサザンハイブリダイゼーションは､

Bretagneら2)の方法に準じて行った｡すなわち､調製した

材料に50mlの蒸留水を加え毎分1,500回転で5分間遠心

し､沈渣を集めた｡この洗浄を2回繰り返した後､この沈

渣に1 M KOHを250μlおよび､1 M ジチオスレイトール

70μlを加え65℃で15分加熟した｡この混合液に2 M Tris

-HCl (pH8.3) 600μlと10M HC120μlを加えた後､フェノ

ール－クロロホルム－イソアミルアルコール(25:24: 1)

による抽出を行った｡このライセートからDNAはPrep-

A-Gene精製キット(BioRad)を用いて回収され､最終的



に約100μlの水溶液とした。

PCR反応のための混合液は、10mM Tris－HCl，50mM

KCl，1．5mM MgCl2，0．01％ゼラチン，それぞれ0．2mM

のdNTPの混合液，それぞれ100pmolのプライマー、5

単位の耐熱性Taqポリメラーゼ（Perkin Elmer Cetus）

および10μlのDNA試料液で合計100μlになるように調製

した。PCRは、Perkin Elmer Cetus社のDNAサーマル

サイクラーを用いて、熟変性94℃、1分、アニーリング62℃、

1分、伸長反応72℃、1分の条件で40サイクル行われた。

このPCRによる増幅のためのプライマーとして合成し

たオリゴヌクレオチドを以下に示す。

5’GTGAGGCGATGTGTGGTGATGGAGA3’

5’GAAGGCAAGTGGTCAGGGGCAGTAG3’

増幅後、10μlのPCR産物を3％アガロースゲル

（NuSieve3：1）で電気泳動を行い、エチジウムブロマイ

ドで染色し、紫外線照射下でPCR産物のバンドを確認し

た。

3％アガロースゲル上で分離されたPCR産物を、ニト

ロセルロース膜に常法5）に従ってプロットし、プレハイブ

リダイゼーション処理（6×SSC、0．5％SDS、65℃、2時

間）を行った後、あらかじめ5’末端を32Pでラベルしたプロ

ーブを用いてハイブリダイゼーション（6×SSC、0．5％

SDS、55℃）を行った。5’末端ラベリングはT4ポリヌクレ

オタイドキナーゼおよび〔γ－32P〕ATPを用いて行った。

このサザンハイブリダイゼーションに用いるためのプロ

ーブとして合成したインターナルオリゴヌクレオチドは以

下に示す。

5’CTACATCCCTCTCTCTCACTCCTA3’

原頭節を添加した糞便から得られたDNAのPCR産物

混液10μlを、制限酵素BcnⅠおよびFbaⅠそれぞれ1単位

を用いて切断し、生じたDNA断片を3％アガロースゲル

（NuSieve3：1）上で確認した。

多包条虫の虫卵の感染性の確認は、動物1匹あたり300個

の虫卵を投与し、4週後に剖検し肝臓に形成された病変を

確認することで行った。

抽出されたDNAの濃度はそれぞれ、原頭節を100，000個

添加した糞便は12．5μg／ml、虫卵を10，000個添加した糞便

は12．5μg／ml、虫卵を1，000個添加した糞便は13・6μg／ml、

虫卵を100個添加した糞便は26．5μg／ml、虫卵を添加しなか

った糞便は26．7μg／mlであった。原頭節を添加した糞便か

ら得られたDNAを増幅しアガロースゲル電気泳動を行っ

たものをFig．1に、虫卵を添加した糞便から得られた

DNAを増幅しアガロースゲル電気泳動を行ったものを

Fig．2に示す。また、この時得られたDNAのサザンハイブ

リダイゼーションをFig．3に示した。

今回用いたプライマーにより多包条虫のDNAから特異的

に増幅されるPCR産物は、その塩基配列から337bpと予測

され、多包条虫の原頭節ならびに虫卵を添加した糞便から

抽出したDNAで、この付近にバンドを認めた。これらのバ

ンドは、100，000個の原頭節を添加のもので最も強く認めら

れた。虫卵添加のものでは、10，000個添加したもので強く

認められたが、100個添加のものでもバンドの存在ははっき

りと認められた。虫卵無添加のコントロール糞便では、こ

の位置にバンドは認められなかった。これらの337bp付近

Fig.1 PCR Amplification of DNA from a Fox Fece added
100,000 Protoscolices of the Nemuro Isolate of
Echinococcus multilocularis
(A)the sample ; (M)size marker (Kb ladder). The
sample showed the expected 337 bp band.

Fig.2 PCR Amplification of DNA from Fox Feces added
Uninfective Eggs of the Nemuro Isolates of
Echinococcus multilocularis
(A)10,000 eggs; (B)1,000 eggs; (C)100 eggs; (D)
feces only ; (M)size markers (Kb ladder) A,B and
C showed the expected 337 bp band.



のバンドはプローブとハイブリダイズし、U1 snRNA遺伝

子の一部が増幅されていることを確認した。原頭節添加の

糞便から得られたDNAのPCR産物を制限酵素により切

断しアガロースゲル上で泳動したものをFig．4に示す。塩

基配列より、今回用いたプライマーにより増幅されるPCR

産物（337bp）は制限酵素BcnⅠにより236bpと101bpに、

またFbaⅠにより220bpと115bpの断片に分けられること

が予測されたが、今回の結果は、予測された付近にバンド

を認めた。また、この時用いた多包条虫の虫卵を投与した

ddyマウスならびにコットンラットでは多包条虫のシスト

の形成を認めなかった。

最初のDNAの抽出の段階で、60mMのKOHを加え、

65℃で加熱する方法は、虫卵の幼虫皮殻の破壊を目的とし

ているが、我々は多包条虫の原頭節からのDNAの抽出に

も同じ方法を採用した。その結果、PCRに必要な量の

DNAが回収きれた。PCR法による増幅、プローブとのハ

イブリダイゼーション、ならびに制限酵素による切断の結

果は、PCR産物のアガロースゲル電気泳動で、分子量の小

さい非特異的と考えられるバンドが虫卵添加量の少ない、

もしくは無添加の糞便試料から多数認められたこと（Fig．

2）など、方法としての改良の余地があるものの、根室分離

株多包条虫のDNAにBretagneら4）が示す特異的な塩基

配列が存在することを示している。Bretagneら2）は実験室

で保有されている32の異なった地域で分離された多包条虫

のすべてでこの特異的な塩基配列が存在することを示して

いる。今回の結果は我々が継代維持し、その生物学的性状

を明らかにするために実験的な検討を加えている根室分離

株についても、この特異的な塩基配列が存在することを示

した。

今回用いた虫卵は保存中にすでに感染性を失ったもので

あることは、あらかじめ我々のデータから予測されていた

が6）、感染性を失った虫卵からもこの特異的なDNAを増

幅、検出できたことは、本検査の実施に当たり、あらかじ

め試料の感染の危険性を除去することが可能であることを

意味している。虫卵はヒト多包虫症を引き起こす感染源で

あり、虫卵を経口的に取り込むことにより感染が成立する。

即ち、感染性を有した虫卵を扱うことは危険を伴うことで

あり、特殊な施設が必要となる。糞便を採取した段階で感

Fig.3 PCR Amplicication of DNA from Fox Feces added the Eggs and Protoscolices of the Nemuro Isolates of
Echinococcus multilocularis (left)
(A)10,000 eggs ; (B)1,000 eggs ; (C)100 eggs ; (D)feces only ; (E)100,000 protoscolices. A,B,C, and E showed the
expected 337 bp band. Autoradiography of the PCR products analysed by Southern hybridazation (right).

Fig.4 Digestion with Restriction Enzymes
(M)size marker(Kb ladder) ; (A)DNA from a fox
fece added 100,000 protoscolices of the Nemuro
isolate of Echinococcus multilocularis : (B)DNA
digested with Ben‡T; (C)DNA digested with Fba

‡T. Ben I and Fba I cut the DNA to two expected
fragments(236+101bp and 222+115bp,
respectively)



染性を失わせても検査が可能であるとすれば､採取した糞

便材料を扱う上での危険性を除去でき､本法の応用範囲を

著しく広げることになる｡我々は､すでに本分離株の虫卵

の感染性と保存条件についての詳細なデータを示してい

る6)｡今回は保存中に感染性を失った材料であったが､安全

性を確保するためには､新鮮な材料を用い､短時間で確実

な失活条件下での特異的DNAの検出の可能性について検

討する必要があろう｡

今回､糞便4 gに虫卵100個添加した試料からも特異的

と考えられるバンドを検出した｡この方法の検出限界を明

らかにするためには､これ以下の虫卵の混入による試験を

行う必要があるが､糞便1 g中あたり25個(25EPG)でも

検出が可能であるという事は､実際面での応用に十分な感

度を持つと考えられた｡

本研究に当たり､多包条虫の維持ならびに虫卵の採取に

協力いただいた石下真通毒性病理科長および伊東拓也研究

員､コットンラットを供給していただいた川瀬史郎実験動

物室長に深謝いたします｡
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